SQ2

Audi SQ2

SQ2
斬新な多角形をモチーフにしたポリゴンデザインのコンパクトなボディに、
プログレッシブステア
リングによる俊敏でキレのいい操舵性を兼ね備えたスポーティな走り。アグレッシブなキャラ
クターを表現する新たなデザインのシングルフレームグリル、そして左右のエアインレットを横断
するスプリッターやディフューザートリムといったシルバーのアクセントによってSモデルとしての
存在感を際立たせたAudi SQ2が、あなたのスポーツマインドを掻き立てます。
パワートレインには、精悍な装いと呼応する最高出力221kW
（300ps）
、最大トルク400Nm
という圧倒的パワーを誇る2.0ℓ TFSIエンジンを採用しました。そのパワーを4WDシステム

quattro®が的確に配分し路面に伝えることで、卓越した安定性とトラクションを向上させ、
力強い走破性とスムーズでしなやかな加速感を両立。専用のSスポーツサスペンションがその
動力性能をしっかりと受け止めます。また、プログレッシブステアリングはパドルシフトによる
操作で、よりダイナミックでスポーティな走行フィールを堪能できます。さらにアウディドライブ
セレクトによって、
ドライバーの好みや状況、シーンに合わせて自在に走行特性を設定でき、
より効率的なドライビングスタイルを可能に。街中、高速道路、そしてワインディングロード
といった幅広いシーンで、Sモデルならではのドライビングをお愉しみください。

02 Audi SQ2［オプション装着車］ 写真は欧州仕様です。一部、日本仕様と異なる場合があります。日本仕様は右ハンドルです。
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Audi SQ2

バーチャルコックピット

スマートフォンインターフェイス

Audi SQ2のインテリアには、スポーツマインドを満たすディテールが息づいています。Sモデル専用のマグマレッド&
ブラックのファインナッパレザー製スポーツシート*¹は、情熱的なコントラストで心を高揚させるのはもちろんのこと、
コーナ
リング時の身体をしっかりと受け止めます。エアコン吹き出し口にあしらわれたレッドアクセントリング*¹をはじめ、各所に散
りばめられた赤のアクセントが、室内空間を鮮やかな光のグラフィックで彩るマルチカラーアンビエントライティング*¹と
共に洗練されたスポーティな世界観を作り上げています。

運転席の目前に配置された高解像度12.3インチのバーチャルコックピット*²は直観的に操れ、速度計/回転計、
ドライバー
インフォメーション、地図などを表示し、電話、音楽などのオペレーションも可能。8.3インチのカラーディスプレイ表示で
視認性を高めたMMIナビゲーション*³ は、3Dマップの操作はもちろん、スマートフォンインターフェイス*³を装備して、

iOSまたはAndroid搭載のスマートフォンを接続すれば、お気に入りのアプリやコンテンツを利用できます。また、コンパクト
ながらもゆったりとしたラゲッジスペースを確保。デザインとユーティリティを兼ね備えた魅力的な一台に仕上げました。
＊1 Audi SQ2 インテリアデザインパッケージとしてセットオプション。
＊2 オプション。ナビゲーションパッケージの選択が必須となります。
＊3 ナビゲーションパッケージとしてセットオプション。
※ 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 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。

04 Audi SQ2［オプション装着車］ 写真は欧州仕様です。一部、日本仕様と異なる場合があります。日本仕様は右ハンドルです。
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Model Lineup

主要標準装備

Audi SQ2

Exterior

4WDシステムquattroを搭載。

Interior

・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
・ヘッドライトウォッシャー
・エクステリアミラーハウジング
アルミニウムルック
・ブレード／マットチタングレー
・Sスポーツバンパー
・アルミホイール 5Vスポークスタイル
8J ×18＋235/45 R18タイヤ
・リヤフォグライト

さらなる刺激と興奮をもたらすスポーツモデル。

・スポーツシート
（フロント）
／クロス/レザー
・シートヒーター
（フロント）
・ヘッドライニングブラック
・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
カラー
・DIS（ドライバーインフォメーションシステム）
・アルミニウムルックインテリア
・デコラティブパネル／マットブラッシュトアルミニウム
・デラックスオートマチックエアコンディショナー
・LEDインテリアライティング
（フロント）
・センターアームレスト
・ドアシルトリム S
・ルームミラー 自動防眩
（フロント/リヤ）
・フロアマット

主要オプション装備
■ アシスタンスパッケージ

※ボディカラー タンゴレッド メタリック：オプション

・アウディアクティブレーンアシスト
・トラフィックジャムアシスト
・アウディサイドアシスト
・リヤクロストラフィックアシスト
・ハイビームアシスト
・アウディプレセンスベーシック

Performance
・アウディドライブセレクト
・プログレッシブステアリング
・スタートストップシステム
・Sスポーツサスペンション

Assistance & safety
・アダプティブクルーズコントロール
・リヤビューカメラ
・アウディパーキングシステム
・EPB
（ エレクトロメカニカル 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
・アドバンストキーシステム
・アウディプレセンス フロント
（フロント）
／
・フロントエアバッグ／サイドエアバッグ
カーテンエアバッグ
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4,220 × 1,800 × 1,525（ mm ）

最 高 出 力［ネット］

221kW（300PS）/ 5,300-6,500rpm

ホイールベース

2,595（mm）

最 大トルク［ネット］

400Nm（40.8kgm）/ 2,000-5,200rpm

駆動方式

quattro（4WD）

総排気量

1,984（cc ）

スポーツシート
（フロント）
／クロス/レザー／シートヒーター
（フロント）

スペシャルオプション
■ バーチャルコックピット*
・MMI ナビゲーションシステム ■ オートマチックテールゲート
・Audi connect
・スマートフォンインターフェイス
・TVチューナー
・8スピーカー
・ETC車載器

■ ナビゲーションパッケージ

■ アルミホイール 5ダブルスポーク
Vスタイル コントラストグレー パートリーポリッシュト
8J ×19＋235/40 R19タイヤ
■ カラードブレーキキャリパーレッド
■ ファインナッパレザー

■ SQ2 インテリアデザインパッケージ
・ファインナッパレザー
（マグマレッド）
・マルチカラーアンビエントライティング
・レッドアクセントリング付きエアコン吹き出し口

■ パノラマサンルーフ*
■ ブレード／ボディ同色
■ Bang & Olufsenサウンドシステム*
■ プライバシーガラス

主要諸元
全長×全幅×全高

アルミホイール 5Vスポークスタイル 8J×18 ＋235/45 R18タイヤ

アルミホイール 5ダブルスポーク Vスタイル コントラストグレー
パートリーポリッシュト 8J×19＋235/40 R19タイヤ

＊ ナビゲーションパッケージの同時選択が必須となります。※写真は一部、
日本仕様と異なる場合があります。 07

Body Colours
Solid paint finishes

クワンタムグレー*¹

アイビスホワイト

Metallic paint finishes

グレイシアホワイト メタリック*¹

フロレットシルバー メタリック*¹

Pearl effect paint finish

デイトナグレー パールエフェクト*¹

ミトスブラック メタリック*¹

タンゴレッド メタリック*¹

Crystal effect paint finish

マコウブルー クリスタルエフェクト*¹

Blades

ブレード／ボディ同色*¹

ブレード／マットチタングレー

Seat Colours

Decorative Inlay

マットブラッシュトアルミニウム
ブラック
（ロックグレーステッチ）
［クロス/レザー］

マグマレッド
（ロックグレ−ステッチ）&ブラック
（エクスプレスレッドステッチ）
［ファインナッパレザー］*²

ブラック
（ロックグレーステッチ）
［ファインナッパレザー］*¹

＊1 オプション
＊2 インテリアデザインパッケージとしてセットオプション

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
●ボディカラー、
ブレードカラー、
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。
●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2021年4月現在のものです。
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