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Audi RS 7 Sportback performance Specifications 主要諸元

RS 7 Sportback performance

型式 ABA-4GCWUC

ステアリング 右/左

生産工場 ネッカーズウルム

寸法・重量 ：全長 （mm） 5,010

：全幅 （mm） 1,910

：全高 （mm） 1,425

ホイールベース（mm） 2,915

トレッド：フロント（mm） 1,635

　　　　　　：リヤ（mm） 1,625

最低地上高（mm） ―

車輌重量（kg） 2,050

トランク容量（リッター）VDA値 535

乗車定員（名） 4

駆動方式 quattro（4WD）

性能 JC08モード（km/ℓ）*1 10.3

CO₂ 排出量（g/km） 225 

燃費向上対策 筒内直接噴射

電子スロットルバルブコントロール

可変バルブタイミング

気筒休止

エネルギーリカバリーシステム

電動パワーステアリング

アイドリングストップ装置

電子制御8速 ティプトロニックトランスミッション

冷媒の種類（GWP値）／使用量 R-134a（1,430 *2）／530
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RS 7 Sportback performance

エンジン エンジン型式 CWU

総排気量（cc） 3,992

エンジン種類 V型8気筒DOHCインタークーラー付バイターボ（1気筒=4バルブ）

ボア×ストローク（mm） 84.5×89.0

圧縮比 9.3

燃料供給装置 電子式

最高出力（kW (PS） / rpm） 445（605）/6,100-6,800

最大トルク（Nm（kgm） / rpm） 700/1,750-6,000

燃料タンク容量（リッター） 75

使用燃料 無鉛プレミアム

諸装置 トランスミッション 電子制御8速ティプトロニックトランスミッション

1速 4.714

2速 3.142

3速 2.106

4速 1.666

5速 1.284

6速 1.000

7速 0.839

8速 0.666

後退 3.316

最終減速比：前軸 3.076

　　　　　　　　　　：後軸 3.079

サスペンション：フロント 5リンク ダブルウィッシュボーン

　　　　　　　　　　　　 ：リヤ トラペゾイダルリンク ウィッシュボーン

ステアリング ラック&ピニオン （パワー）

ブレーキ：フロント ベンチレーテッドディスク

　　　　　　　：リヤ ベンチレーテッドディスク

タイヤ 275/30R21

＊1 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。
＊2 アウディ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） 
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Equipment 主要装備 ●標準装備

RS 7 Sportback performance

4GFRRA

エクステリア ヘッドライト LEDヘッドライト ●

ヘッドライトシステム マトリクスLED ●

ヘッドライトコントロール 自動ヘッドライトレンジコントロール ●

ヘッドライトウォッシャー ヘッドライトウォッシャー ●

ヘッドライトアクティベーション デイタイムランニングライト ●

テールライト LEDリヤコンビネーションライト ダイナミックインディケーター ●

フロントスポイラー フロントスポイラー RS performance ●

リヤスポイラー リヤスポイラー RS performance ●

スペシャルエクステリアパーツ エクステリアミラーハウジング マットチタニウムルック ●

ウィンドシールドガラスタイプ 遮熱ガラス ●

ウインドウモールディング マットチタニウムルック ●

エグゾーストシステム 標準エグゾーストテールパイプ ●

エクステリアミラー 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 ●

ルーフ サンルーフ ●

ホイール アルミホイール 5ツインスポークデザイン マットチタニウムルックポリッシュト
9.0J×21（鍛造）

●

タイヤ 275/30R21 ●

スペアホイール/ブレークダウンセット タイヤリペアキット ●

モデルエンブレム リヤエンブレム モデル ●
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Equipment 主要装備  ●標準装備

RS 7 Sportback performance

4GFRRA

インテリア フロントシート Sスポーツシート（フロント） ●

シート素材 バルコナレザー ハニカムステッチング RSロゴ ●

追加レザーアイテム ドアアームレスト レザー ●

フロントシート調整機能 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 ランバーサポート 4ウェイ ●

リヤシート Sスポーツシート（リヤ） ●

トランクスルー トランクスルー機能 ●

シートヒーター シートヒーター（フロント/リヤ） ●

シートベルトモニタリング シートベルトモニタリング ●

トレイエリアパッケージ ストレージパッケージ ●

デコラティブパネル デコラティブパネル カーボンツイル ●

ドアシルプレート ドアシルトリム RSモデル ●

ステアリングホイール 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 フラットボトム

●

ステアリングホイールエンブレム RSエンブレム ●

ステアリング調整機能 電動チルト/テレスコピックステアリングコラム ●

ナビゲーションシステム MMIナビゲーション ●

テレマティクス Audi connect ●

タッチパッド MMIタッチ ●

マルチファンクションディスプレイ/
トリップコンピューター

DIS（ドライバーインフォメーションシステム）カラー ●

エレクトリックインターフェース Audi Music Interface ●

TV TVチューナー ●

スピーカーシステム BOSE サラウンドサウンドシステム ●

オートクロージングドア パワークロージングドア ●

フレッシュエアインテーク 自動内気循環 ●

タイダウンストラップ/ネット/ポケット タイダウンストラップ ●

ヘッドライニング ヘッドライニング アルカンタラ ブラック ●

ヒーティング/エアコンディショニングシステム 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 ●

ヘッドアップディスプレイ ヘッドアップディスプレイ ●

ルームミラー ルームミラー 自動防眩 ●

インテリアライティング アンビエントライティング ●

センターアームレスト センターアームレスト（フロント） ●

サンスクリーン サンブラインド ●

フロアマット フロアマット（フロント/リヤ） ●
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Equipment 主要装備  ●標準装備

RS 7 Sportback performance

4GFRRA

エンジン/シャシー/ サスペンション DRC付スポーツサスペンションプラス ●

サスペンション関連 ステアリング ダイナミックステアリング ●

リヤアクスルディファレンシャル リヤスポーツディファレンシャル ●

ツールキット/ジャッキ ツールキット/ジャッキ ●

スタートストップシステム/エナジーリカバリー スタートストップシステム エナジーリカバリーシステム ●

セキュリティ セーフティシステム アウディプレセンス プラス ●

セーフティ/ カメラシステム/アクシデントセンサー フロントビューカメラ/リヤビューカメラ ●

クルーズコントロール アダプティブクルーズコントロール ●

ドライバーアシスト アウディサイドアシスト/アウディアクティブレーンアシスト ●

ナイトビジョンシステム ナイトビジョン ●

カメラ/ディスタンスセンサー カメラ/ディスタンスセンサー ドライバーアシスタンスシステム用 ●

ロッカブルホイールナット 盗難防止ホイールロックナット ●

エアバッグ（フロント） エアバッグ ●

サイドエアバッグ サイドエアバッグ （フロント/リヤ） ●

ブレーキシステム ESC ●

盗難防止装置 イモビライザー/盗難警報装置 ●

パーキングエイド パークアシスト ●

パーキングブレーキ アウディホールドアシスト ●

タイヤプレッシャーワーニングライト タイヤプレッシャーモニタリング ●

トランクリッド/テールゲート操作 オートマチックテールゲート ●

ドア/トランク ロックシステム アドバンストキーシステム（デッドロック機能付） ●
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Model モデル 

モデル モデルコード 車両本体価格 消費税抜き本体価格 リサイクル料金

RS 7 Sportback performance 4GFRRA ¥18,570,000 ¥17,194,445 ¥18,060

Colours カラー ○オプション

カラー
エクステリア

コード

RS 7 Sportback performance
オプション価格 消費税抜きオプション価格

4GFRRA

ミトスブラックM 0E0E ○ ¥0 ¥0

グレイシア ホワイトM 2Y2Y ○ ¥0 ¥0

デイトナグレーPE 6Y6Y ○ ¥0 ¥0

アスカリブルーM 9W9W ○ ¥0 ¥0

セパンブルーPE E9E9 ○ ¥0 ¥0

フロレットシルバーM L5L5 ○ ¥0 ¥0

ミサノレッドPE N9N9 ○ ¥0 ¥0

パンサーブラックCE H8H8 ○ ¥210,000 ¥194,445

デイトナグレーME I6I6 ○ ¥750,000 ¥694,445
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Special Optional Equipment スペシャルオプション［受注生産］ ○オプション

スペシャルオプション（受注生産）

キー

オーダー

コード

補助

オーダー

コード

RS 7 Sportback performance
オプション価格 消費税抜きオプション価格

4GFRRA

左ハンドル仕様 L0L ― ○ ¥0 ¥0

プライバシーガラス VW4 ― ○ ¥70,000 ¥64,815

Bang & Olufsen アドバンストサウンドシステム 8RF ― ○ ¥720,000 ¥666,667

デコラティブパネル アルミニウムレース 5MD ― ○ ¥0 ¥0

デコラティブパネル

アルミニウム　ビューフォートウッドブラック
5TB ― ○ ¥340,000 ¥314,815

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン
マットチタンルック ポリッシュト 9J×21 
275/30R21

PQI ― ○ ¥0 ¥0

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン
9J×21 275/30R21

PQM ― ○ ¥0 ¥0

アルミホイール 5スポーク ブレードデザイン
ハイグロスブラック ポリッシュト 9J×21 
275/30R21

PQV ― ○ ¥0 ¥0



Data Information  09

Special Optional Equipment スペシャルオプション［受注生産］ ○オプション

スペシャルオプション（受注生産）

キー

オーダー

コード

補助

オーダー

コード

RS 7 Sportback performance
オプション価格 消費税抜きオプション価格

4GFRRA

アルミホイール 5ツインスポークデザイン 
9J×21 275/30R21

PAF ― ○ ¥0 ¥0

アルミホイール 5ツインスポークデザイン
アンスラサイトグロスブラック 9J×21 275/30R21

PAY ― ○ ¥0 ¥0

ダイナミックパッケージプラス

・セラミックブレーキ

・リミッター 305km/h

PA3 ― ○ ¥990,000 ¥916,667

エクステリアミラーハウジング カーボン 6FQ ― ○ ¥200,000 ¥185,186

RS performance デザインパッケージ
ブラック/ブルー アルカンタラ/バルコナレザー
ハニカムステッチング RSロゴエンボス
カーボンツイルブルー

WL1 ― ○ ¥0 ¥0

カラードブレーキキャリパー レッド PC2 ― ○ ¥60,000 ¥55,556



10  Data Information

ボディカラー
ミトスブラック

M
グレイシアホワイト

M
デイトナグレー

PE
アスカリブルー

M
セパンブルー

PE
パンサーブラック

CE
デイトナグレー

ME

エクステリアコード 0E0E 2Y2Y 6Y6Y 9W9W E9E9 H8H8 I6I6

モデル名 モデルコード シート形状 シート生地 インテリアコード

RS 7 Sportback 
performance

4GFRRA Sスポーツシート（フロント）
バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ

QH ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ

QO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ

UB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アルカンタラ/バルコナレザー ハニカム
ステッチング RSロゴエンボス MA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボディカラー
フロレットシルバー

M
ミサノレッド

PE

エクステリアコード L5L5 N9N9

モデル名 モデルコード シート形状 シート生地 インテリアコード

RS 7 Sportback 
performance

4GFRRA Sスポーツシート（フロント） バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ QH ○ ○

バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ QO ○ ○

バルコナレザー 
ハニカムステッチング RSロゴ

UB ○ ○

アルカンタラ/バルコナレザー ハニカム
ステッチング RSロゴエンボス MA ○ ○

Combination Menu ○ : 組合せ可
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Combination Menu 

エクステリアコード カラー

0E0E ミトスブラックM

2Y2Y グレイシアホワイトM

6Y6Y デイトナグレーPE

9W9W アスカリブルーM

E9E9 セパンブルーPE

H8H8 パンサーブラックCE

I6I6 デイトナグレーME

L5L5 フロレットシルバーM

N9N9 ミサノレッドPE

 

インテリアコード シート＆ドアトリム ダッシュボード上部-下部 カーペット 天井

MA ブラック-ブルー ブラック-ブラック ブラック ブラック

QH ブラック-ブラック ブラック-ブラック ブラック ブラック

QO ルナシルバー-ロックグレー ブラック-ブラック ブラック ブラック

UB ブラック-ロックグレー ブラック-ブラック ブラック ブラック

  M：メタリック 

 PE：パールエフェクト 

 CE：クリスタルエフェクト

ME：マットエフェクト
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〔生産について〕●ご注文受付時期、生産の都合上、ご注文をいただいてから納期までに最長約5ヶ月かかる場合があります。●ドイツ側での生産の都合上、受付に制限が発生する場合があります。
●ご注文をいただいた時期により、お客様に納車される前に仕様変更、年式変更、特別仕様車等がご案内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。
〔オプション装備について〕●生産の都合上、受注生産と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。このデータインフォメーションの内容及び車両本体価格、オプション価格、エクスクルーシブアイテム価格は2017年8月現在のものです。
◎車両本体価格には、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（消費税を除く）、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となります。◎価格は予告なく変更される場合があります。

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

注意事項 

■ 各種スタイリングパッケージの同時選択は出来ません。

■ インテリアカラーMAはパッケージWL1装着時のみ選択可能です。


