
消費税率10%への引き上げに伴う価格変更について
Audi A8純正アクセサリーカタログに記載されている内容が下記の通り変更となります。

商品名 希望小売価格（～9/30）

¥119,880（¥111,000）/1本

¥82,080（¥76,000）/1本

¥100,440（¥93,000）/1本

¥48,060（¥44,500）

¥5,940（¥5,500）

¥9,720（¥9,000）

¥3,348（¥3,100）

¥5,184（¥4,800）

¥34,560（¥32,000)

¥19,440（¥18,000）

¥24,840（¥23,000）

¥11,016（¥10,200）

¥8,640（¥8,000）

¥28,080（¥26,000）

¥18,144（¥16,800）

¥11,880（¥11,000）

¥7,560（¥7,000）　

¥14,580（¥13,500）

¥7,020（¥6,500）

¥32,400（¥30,000）

¥5,724（¥5,300）

¥5,724（¥5,300）

¥10,260（¥9,500）

¥18,360（¥17,000）

¥16,200（¥15,000)

¥17,280（¥16,000)

¥18,360（¥17,000)

¥20,520（¥19,000)

¥21,600（¥20,000)

¥17,820（¥16,500）

¥16,200（¥15,000）

¥8,640（¥8,000）

¥1,512（¥1,400)

¥2,592（¥2,400)

¥15,876（¥14,700）

¥3,672（¥3,400）

¥1,620（¥1,500）

¥16,200（¥15,000）

¥4,860（¥4,500）

¥122,100（¥111,000）/1本

¥83,600（¥76,000）/1本

¥102,300（¥93,000）/1本

¥48,950（¥44,500）

¥6,050（¥5,500）

¥9,900（¥9,000）

¥3,410（¥3,100）

¥5,280（¥4,800）

¥35,200（¥32,000)

¥19,800（¥18,000）

¥25,300（¥23,000）

¥11,220（¥10,200）

¥8,800（¥8,000）

¥28,600（¥26,000）

¥18,480（¥16,800）

¥12,100（¥11,000）

¥7,700（¥7,000）　

¥14,850（¥13,500）

¥7,150（¥6,500）

¥33,000（¥30,000）

¥5,830（¥5,300）

¥5,830（¥5,300）

¥10,450（¥9,500）

¥18,700（¥17,000）

¥16,500（¥15,000)

¥17,600（¥16,000)

¥18,700（¥17,000)

¥20,900（¥19,000)

¥22,000（¥20,000)

¥18,150（¥16,500）

¥16,500（¥15,000）

¥8,800（¥8,000）

¥1,540（¥1,400)

¥2,640（¥2,400)

¥16,170（¥14,700）

¥3,740（¥3,400）

¥1,650（¥1,500）

¥16,500（¥15,000）

¥4,950（¥4,500）

希望小売価格（10/1～）該当頁

5スポークファルクスデザインアルミホイール（マットブラック） （販売終了）

5スポークラムスデザインアルミホイール（ブラック）

5スポークVデザインアルミホイール

5スポークデザインアルミホイール

Audi ユニバーサルトラフィックレコーダー フロント

シガーソケットLEDリーディングライト

AMIアダプター

USB チャージングアダプター

USB メモリーキー

コンフォートプラス フロント

コンフォートプラス リヤ

コンフォートプラス リヤ（A8L）

ラバーフロアマット フロント

ラバーフロアマット リヤ

ラゲッジカーペット

ラゲッジラバーマット

リヤバンパープロテクトマット

ラゲッジコンパートメントボックス

シートバックレストバッグ

ウェイストバッグ

クールバッグ

シートベルトカバー Audi Sport（ブラック）

シートベルトカバー Audi（グレー）

ランバーサポートクッション

ビジネスケース

セーフティドッグハーネス Sサイズ

セーフティドッグハーネス Mサイズ

セーフティドッグハーネス Lサイズ

セーフティドッグハーネス XLサイズ

ペットプロテクトカバー

シートエプロン

リヤシートバッグ

リヤシートボックス

ゲッコーフレグランス

デザインゲッコー

プラズマクラスタープレミアムイオン発生機

アロマドライブディフューザー

交換用エッセンシャルオイル

Audi エア ピュリファイア

交換用フィルター

P5

P7

P9

P11

P12

P13

商品名 希望小売価格（～9/30）

¥73,440（¥68,000）

¥5,832（¥5,400）

¥7,560（¥7,000）

¥6,480（¥6,000）　

¥756（¥700）～¥1,836（¥1,700）

¥3,996（¥3,700）

¥7,992（¥7,400）

¥5,724（¥5,300）

¥10,584（¥9,800）

¥3,564（¥3,300）

¥8,640（¥8,000）

¥4,104（¥3,800)

¥8,640（¥8,000）

¥950（¥880）

¥2,430（¥2,250）

¥54,000（¥50,000）

¥28,080（¥26,000）

¥50,760（¥47,000）

¥28,080（¥26,000）

¥58,320（¥54,000）

¥4,320（¥4,000）

¥6,804（¥6,300）

¥91,800（¥85,000)

¥106,920（¥99,000)

¥108,000（¥100,000)

¥118,800（¥110,000)

¥129,600（¥120,000)

¥160,920（¥149,000)

¥19,440（¥18,000）

¥25,920（¥24,000）

¥33,480（¥31,000）

¥32,400（¥30,000)

¥21,600（¥20,000）

¥30,240（¥28,000)

¥75,600（¥70,000）

¥8,100（¥7,500）

¥10,260（¥9,500)

¥11,340（¥10,500)

¥91,800（¥85,000）

¥5,400（¥5,000）

¥74,800（¥68,000）

¥5,940（¥5,400）

¥7,700（¥7,000）

¥6,600（¥6,000）　

¥770（¥700）～¥1,870（¥1,700）

¥4,070（¥3,700）

¥8,140（¥7,400）

¥5,830（¥5,300）

¥10,780（¥9,800）

¥3,850（¥3,500）*1

¥8,800（¥8,000）

¥4,180（¥3,800)

¥8,800（¥8,000）

¥968（¥880）

¥2,475（¥2,250）

¥55,000（¥50,000）

¥28,600（¥26,000）

¥51,700（¥47,000）

¥28,600（¥26,000）

¥68,860（¥62,600）*1

¥4,400（¥4,000）

¥6,930（¥6,300）

¥93,500（¥85,000)

¥108,900（¥99,000)

¥110,000（¥100,000)

¥121,000（¥110,000)

¥132,000（¥120,000)

¥163,900（¥149,000)

¥19,800（¥18,000）

¥26,400（¥24,000）

¥34,100（¥31,000）

¥33,000（¥30,000)

¥22,000（¥20,000）

¥30,800（¥28,000)

¥77,000（¥70,000）

¥8,250（¥7,500）

¥10,450（¥9,500)

¥11,550（¥10,500)

¥93,500（¥85,000）

¥5,500（¥5,000）

希望小売価格（10/1～）該当頁

サイドバイザー

ライセンスプレートホルダー（クローム）

ライセンスプレート盗難防止用ロックボルト

quattro デコラティブフィルム

アウディビジュアルエンブレム

アウディビジュアルメタルエンブレム

メカニカルゲッコーフィルム L 300×400mm

メカニカルゲッコーフィルム S 150×200mm

フロントガラスシェード&ケース

ドアエッジ保護フィルム

リヤバンパー保護フィルム

スノーシャベル

タイヤ&ホイールバッグ

スクレーパー

スクレーパー&ブラシ

Audi チャイルドシート（G1）

Audi ISO FIXベース

Audi ベビーシート（G0）

Audi ISO FIXベース

Audi チャイルドシート ヤングスター（G3）

ベビーミラー

チャイルドシートアンダートレイ

スキー&ラゲッジボックス 300ℓタイプ

スキー&ラゲッジボックス 300ℓタイプ/ブラック

スキー&ラゲッジボックス 360ℓタイプ

スキー&ラゲッジボックス 360ℓタイプ/ブラック

スキー&ラゲッジボックス 405ℓタイプ

スキー&ラゲッジボックス 405ℓタイプ/ブラック

スキー&スノーボードホルダー 標準タイプ

スキー&スノーボードホルダー ラージタイプ

スキー&スノーボードホルダー プルアウト式

スキー&スノーボードバッグ

バイシクルホルダー

バイシクルホルダー（フロントフォーク固定タイプ）

ルーフバー

ルーフボックスバッグ Sサイズ

ルーフボックスバッグ Mサイズ

ルーフボックスバッグ Lサイズ

ラゲッジラック

ルーフバー用ボディ保護フィルム

P14

P15

P16

P17

P19

P20

P21

2019.10
＊1 商品価格変更、及び消費税10%の価格となります。
※価格表示は､2019年10月現在の税率（10%）に基づく消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費、塗装代、タイヤ、付属品などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。



商品名 希望小売価格（～9/30）

¥31,320（¥29,000）

¥1,404（¥1,300）

¥2,376（¥2,200）

¥8,856（¥8,200）

¥1,512（¥1,400）

¥1,404（¥1,300）

¥1,620（¥1,500）

¥1,728（¥1,600）

¥5,616（¥5,200）

¥12,420（¥11,500）

¥5,508（¥5,100）

¥1,836（¥1,700）

¥31,900（¥29,000）

¥1,430（¥1,300）

¥2,420（¥2,200）

¥9,020（¥8,200）

¥1,540（¥1,400）

¥1,430（¥1,300）

¥1,650（¥1,500）

¥1,760（¥1,600）

¥5,720（¥5,200）

¥12,650（¥11,500）

¥5,610（¥5,100）

¥1,870（¥1,700）

希望小売価格（10/1～）該当頁

エマージェンシーキット

クリーニングクロス

2イン1 ディスプレイクリーナー

インテリアケアキット

ワーキンググローブ

虫取りクリーナ

車内消臭剤　（販売終了）

インサイドウインドークリーナ

クロームポリッシュクリーナ

メッキモールクリーナ（35g）

メッキモールクリーナ（100g）

メッキモールコート（保護剤）（25ml）

プラスチッククリーナ

P23

商品名 希望小売価格（～9/30）

¥2,268（¥2,100）

¥2,052（¥1,900）

¥1,512（¥1,400）

¥2,700（¥2,500）

¥1,620（¥1,500）

¥1,296（¥1,200）

¥2,052（¥1,900）

¥594（¥550）

¥1,026（¥950）

¥1,404（¥1,300）

¥702（¥650）

¥5,400（¥5,000）

¥5,076（¥4,700）

¥2,310（¥2,100）

¥2,090（¥1,900）

¥1,540（¥1,400）

¥2,750（¥2,500）

¥1,650（¥1,500）

¥1,320（¥1,200）

¥2,090（¥1,900）

¥605（¥550）

¥1,045（¥950）

¥1,430（¥1,300）

¥715（¥650）

¥5,500（¥5,000）

¥5,170（¥4,700）

希望小売価格（10/1～）該当頁

ホイールクリーナ

レザートリートメント

コックピットケア

ファブリックプロテクター

プラスチック&ラバートリートメント

ウォッシュ&ワックス

ニューカーバーム（天然ワックス）

ウインドーウォッシャー濃縮液（500ml）

ウインドーウォッシャー濃縮液（1000ml）

デアイサー（解氷、凍結防止剤）　

ガラスポリッシュ

レザーケアセット

カーケアバッグ

P23

※価格表示は､2019年10月現在の税率（10%）に基づく消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費、塗装代、タイヤ、付属品などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。 2019.10


