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デザインと技術の融合が、
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ドイツでの発表から20周年を迎えました。
Audi TTは2018年に、
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1998年に誕生した初代Audi TTは、本質を追究した無駄のないデザイン、
卓越した走行性能でスポーツカーの定義に革新をもたらしました。
それから20年の時を経た今、 Vorsprung durch Technik（技術による先進）を体現する
スタイリングは洗練の度合いを深め、
リアルスポーツカーとしての

これからの時代に相応しい進化を遂げたAudi TT。

時を経てデザインと走りはさらなる高みへ。
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Audi TT Coupé

20 years of allure.
初代Audi TTから脈々と受け継がれるピュアスポーツとしてのアイデンティティ。
その哲学は20年間変わらず一貫しています。アスリートを思わせる力強さと凛とした佇まい。精悍な表情を生み出すバンパー、
躍動感を演出するサイドスカート。そして後ろ姿を引き締めるリヤディフューザーが流麗なボディラインとワイド&ローなフォルムを、
よりダイナミックに際立たせます。ボンネット上に配されたフォーリングスは、走りをピュアに追求したスポーツカーであることの象徴。
パワフルなTFSI®エンジンはSトロニックと組み合わされ、刺激的な走りを実現。
さらにAudi独自の4WDシステムquattro®*は優れたトラクション性能で
ハイウェイからワインディングまで快適で安定した走りをかなえます。
洗練さに磨きをかけ、より一層魅力を増した新型Audi TT Coupéが、あなたを胸躍るドライブへと誘います。
＊ Audi TT Coupé 40 TFSIは前輪駆動となります。
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 05

Audi TT Coupé

フロントエンドを飾るのは、水平と垂直の光のラインを強調した
マトリクスLEDヘッドライト*と、マットブラックペイントの3Dハニカムメッシュを採用したシングルフレームグリル。
スタイリッシュなエクステリアの中でもひと際目をひく正円のフューエルキャップには、
鮮烈な存在感とともにデビューを果たした初代モデルへの想いが込められています。
レーシングスポーツの遺伝子を象徴するスタイリングが、心の奥にある走りへの情熱を呼び起こします。
＊オプション
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 07

Audi TT Coupé

Mission Control.
Audi TT Coupéのインテリアはデザイン性とスポーティな様相、
極上の快適性を融合した空間。アルミニウムルックのセンターコンソールが室内空間にさらなる上質さを与えています。
また、個性の際立つタービンをモチーフにしたデザインのエアコン吹き出し口には、直感的に操作できるエアコンコントローラーを設置。
斬新でありながら機能的なデザインで、最良のドライブ体験を演出します。
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 09

Audi TT Coupé

2 0 ye a r s o f c l a r i t y.
Audi バーチャルコックピットは、走りを愉しむ上で必要とされる様々な情報を、
ドライバーの目の高さに位置する高解像度12.3インチ液晶ディスプレイにダイレクトに表示します。
ステアリングホイールにはマルチファンクションボタンを装備。インフォテインメントの基本的な操作は、
ステアリングから手を離すことなく、手元で行うことが可能です。
ドライビングに集中できる環境を妥協無く追求する。
それは初代Audi TTから受け継がれる、変わらぬ哲学です。
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro［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。画面はイメージです。 11

S line package

20 years of sportiness.
With S line package.
初代Audi TTから脈々と受け継がれる リアルスポーツカー としての魅力を存分に堪能いただけるS line パッケージ。
ハイグロスブラックのカラーが特徴的な3Dハニカムメッシュラジエーターグリルが精悍な表情を演出。さらにフロントバンパーとリヤバンパー、
ディフューザー、サイドスカートに施されたスポーツマインドを高めるデザインエレメントがAudi TTのスタイリングにシャープな魅力を与えます。
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［S line/オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 13

S line package

S line package.
アルカンターラ/レザーによりスポーティかつ高品位に仕立てられた S スポーツシートに座り、

S lineのロゴをあしらったパーフォレーテッドレザーのステアリングとシフトノブを握れば、走りへの予感が全身に満ちてきます。
インテリアを彩る質感の高い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は、空間に心地よい緊張感をプラス。

S line スポーツサスペンションが、より応答性の高い俊敏な走りを実現します。
Audi TTに備わるデザインと走りの可能性をさらに広げるパッケージ、それがS lineです。

［S line 装備内容］
・ LEDヘッドライト*
・ S スポーツシート
・ ヘッドライトウォッシャー*
・ アルカンターラ/レザー S ロゴ
・ LEDリヤダイナミックインディケーター* ・ 電動調整機能（フロントシート）ボルスター含む
・ S line エクステリアロゴ
・ ランバーサポート 4ウェイ*
・ S line バンパー
・ S line ステアリングロゴ
・ ラジエーターグリル（ハイグロスブラック）・ S line セレクターノブ
・ リヤディフューザー（プラチナムグレー） ・ ドアシルトリム S line
・ アルミホイール 10Vスポークデザイン
・ ヘッドライニング ブラック
パートリーポリッシュト 8.5J×18
・ デコラティブパネル／
・ S line スポーツサスペンション
マットブラッシュトアルミニウム
・ エクステンデッドアルミニウムルックインテリア
＊ Audi TT Coupé 45 TFSI quattroに標準装備。
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Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［S line/オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 15

Audi TTS Coupé

You dare
or you don‘t.
ボンネットのフォーリングスは、
レーシングスポーツの遺伝子を受け継ぐものとしての証。
ドライバーズシートに乗り込み、スタートボタンを押せば、2.0 TFSIエンジンが力強い鼓動とともに目を覚まします。

TTS専用にチューニングされたエンジンは、最高出力235kW（320PS）を発揮し、0-100km/h加速はわずか4.5秒*。
並外れた動力性能と洗練された走行フィールによる真のドライビングプレジャーを味わえます。
＊ 数値はメーカー測定値となります。
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Audi TTS Coupé ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 17

Audi TTS Coupé

With all-wheel drive. And
adrenaline control.
Audi TTSで一度走りだせば、タイトなコーナリングでさえも悠々とこなせる圧倒的なパフォーマンスを実感できます。
立ち上がりの軽やかな加速感、そして4WDシステムquattroによる走行安定性がもたらす高いドライバビリティ。
ハルデックスカップリングを用いたquattroがリヤタイヤに最適な駆動力を配分し、優れたトラクション性能を実現します。
またサスペンションには、シーンやドライビングスタイルに応じてダンピングフォースを調整するアダプティブダンパーシステム、
アウディマグネティックライドを採用。
「S」
の名に相応しい安定したコーナリングとダイナミックな加速をお愉しみいただけます。
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Audi TTS Coupé ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 19

Audi TTS Coupé

Pole position.
ヘッドレストに
「S」
のエンブレムがあしらわれたS スポーツシートは電動調整機能を備え、
理想的なシートポジションへとすばやく調節。スポーツ走行を想定したサイドボルスターとバックレストが、
コーナリング中の身体を心地よく包み込みます。

Audi バーチャルコックピットには、中央にタコメーターを配置したAudi TTS独自デザインの「Sport layout」を搭載。
手のひらに馴染むレザーのステアリングホイールに配されたマルチファンクションボタンから切り替えることができます。
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Audi TTS Coupé ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 21

Equipment highlight

Especially for you.
Fascinating highlights.
ドライバーの心をあらゆる場面で揺さぶる革新的な価値を提供する。それこそがAudi TTの目指すテクノロジーの本質です。

Vorsprung durch Technik（技術による先進）というスローガンのもと生み出された、走りの愉しみを最大限に引き出す数えきれないイノベーション。
時代の先端をいくインフォテインメント、アシスタンスなどの革新的な機能の数々が、
ドライビングに新しい驚きと感動の体験を生み出していきます。
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Audi TTS Coupé ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 23

Technology

コミュニケーション

インフォテインメント

Audi connect Navigator*
24時間365日、専任オペレーターを介しての施設

天気
天気予報を確認することができます。

検索を承ります。ガソリンスタンドや駐車場などの
位置情報検索もサポート。
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。

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。

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。

モビリティ & ナビゲーション
オンライン施設検索

Point of Interest検索（POI）を使用し、指定した地域
のグルメやショッピング、
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。

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。

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。

※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。

※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。

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。
※ 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。

Audi connect
Audi connectは、Audiの可能性をさらに解き放ち、デジタルの世界から最大限にパフォーマンスを引き出します。
それも、あなたがボタンにワンタッチするだけで。LTE 通信により、Audi connectと連携したmyAudiや各種サービスが、
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、新たな時代の扉を開きます。たとえば、お望みの目的地を素早く検索したり、
最新ニュースや天気予報のチェックが可能。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

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。
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。

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iOS13.1以上）
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
厳重に守られています。
myAudi（URL:https://my.audi.com/）

モバイル機器を接続していただけます。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。簡単で便利で直感的。それがAudi connectです。

24 写真はイメージです。

※GoogleおよびGoogleロゴは、Google LLCの商標です。※セーフティ＆サービスは当該機能搭載車両が対象となります。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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Technology

Audi Virtual cockpit
ドライブを快適にサポートし運転に集中をもたらすテクノロジー、Audi バーチャルコックピット。速度計や回転計、ナビゲーション、インフォテインメント、
車両情報などドライバーに必要な情報を高解像度12.3インチ液晶ディスプレイに多彩に表示。すべての情報を目前に集約することで瞬時に把握でき、
よりドライビングに集中することができます。クラシカルとプログレッシブ、スポーツレイアウト* の3つの表示が選択可能で、
マルチファンクション付きのスポーツレザーステアリングホイールから直感的に切換が行えます。
＊ Audi TTS Coupéに設定

Classical
高解像度で、シャープな構成。車速とエンジン速度を表す大径の

Progressive
丸形メーターを小型ディスプレイに切り替えると、背景が12.3

Sport layout*
Audi TTSには、中央にタコメーターを映し出すスポーティなレイ

丸形メーターが強調されたディスプレイになっています。メーター

インチカラーディスプレイの広いステージになります。例えばナビ

アウトモードをご用意。
レーシングの雰囲気を醸し出すディスプレイ

間のスペースにはナビゲーションや車両情報が表示されます。

ゲーションマップの場合は、横幅をフルに活用した3Dマップが

になっています。左右には、ナビゲーションマップや燃費消費率

鮮明に表示されます。

などを表示します。
＊ Audi TTS Coupéに設定

スマートフォンインターフェース
普段あなたがお使いのスマートフォンと車両がダイレクトにつながります。

USBを介して、お手持ちのスマートフォンのコンテンツをAudi バーチャル
コックピットに表示し、電話やメッセージ、ミュージックなど特定のアプリを

MMIコントローラーや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）
、Andoroid 5.0以上になります。
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写真は欧州仕様です。画面はイメージです。 27

Technology

Matrix LED headlight*
車両に搭載されたカメラとソフトウェアによって感知・解析し、周囲の状況、対向車や先行車両の位置に合わせて
ヘッドライトの照射を自動調整します。革新的なライティングテクノロジーにより配光調整するロービームのLEDライトが、
太陽光に近い明色を作りだし走行時の安定性をさらに高めます。
＊ Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにオプション。

28

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。29

Powertrain

刺激的な加速をもたらす高出力なエンジンと、そのハイパワーを余すことなく路面へと伝える駆動システムは、
リアルスポーツカー Audi TTの大きな魅力です。新型Audi TTが搭載する2.0 TFSIエンジンは
迅速なギアチェンジを行うSトロニックと組み合わされ、ダイナミックかつスムーズな走りを実現。

Audi独創の4WDシステムquattro*は、電子制御システムが状況に応じて後輪に駆動力を配分し、
パワーを最大限に活用した走りを可能にします。
＊ Audi TT Coupé 40 TFSIはフロントドライブ（前輪駆動）
となります。

TFSI®エンジン
時代の先端を行く、優れた効率性とパフォーマンス。
排気量を大きくすることなく、燃費の向上と余裕あるパフォーマンスを実現するダウンサイジングコンセプト。
それを具現化させたのが、TFSIエンジンです。TFSIは、シリンダーへガソリンを直接噴射することで燃焼効率を
高めた直噴システム
（FSI）
とシリンダー内に大量の空気を送り込むターボチャージャーを組み合わせたテクノロジー。
優れた効率性と卓越したパフォーマンスを両立し、走り出しから驚くほどダイナミックなパフォーマンスを発揮
します。誰もが納得するドライビングフィールを提供します。

S tronic
高次元のドライビングダイナミクスを叶える先進の装備。
様々な路面状況でドライビングダイナミクスが味わえるAudiのパワートレイン。スポーティで効率的なデュアル
クラッチトランスミッション、Sトロニックが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ます。
またアウディドライブセレクトにより、スポーティ、快適性、優れたバランス、さらに効率を高める機能まで走行特性
をボタン一つで設定することが可能に。様々なドライブシーンにおいて必要十分なパフォーマンスを発揮し、理想
の走りを叶えます。

quattro®
あらゆる路面を走破する比類なき4WDシステム。

4輪すべてに駆動力を配分し、いかなる道も走破するAudi独自の4WDシステムquattro*。状況に応じて、電子
制御式マルチプレートクラッチにより可変制御し、かつてないハンドリングの安定感、ダイナミズム、敏捷性を実現
します。オーバーステアやアンダーステアを打ち消し、コーナーにおいても優れた加速を可能に。卓越したトラク
ションで思いのままの走りが愉しめます。様々な道路状況下においても、常に吸い付いているかのようなドライ
ビングフィールが得られます。
＊ Audi TT Coupé 40 TFSIはフロントドライブ（前輪駆動）
となります。

30 Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［S line/オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。
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Assistance systems
Powertrain

Drive Assist & Safety
ドライブ中の危険の回避を手助けするAudiアシスタンスシステム。
追い越し時の死角を監視し、
車線変更の際の危険をドライバーに警告するアウディサイドアシスト*1や
アクセルペダルを踏まずに一定の走行速度を維持するクルーズコントロール*2を装備。
さらに、
坂道発進の煩わしさを軽減してくれるアウディホールドアシスト*1も
搭載しています。
人に焦点を置いて車両安全性を追求することで、
走りに安心と快適をもたらします。
＊1 Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにコンフォートパッケージとして
セットオプション。
＊2 オプション

アウディサイドアシスト*
車線変更が危険と判断された場合、エクステリアミラーのLED表示
を使って警告します。2つのレーダーセンサーが後方から車両側面
に接近中の車を検知し、距離と速度差を計測。約30km/h以上の
車速範囲でサポートされます。
＊Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

アウディマグネティックライド*

アウディドライブセレクト

ロングドライブからスポーティーな走りまで、幅広く対応。

走行シーンに応じて車の特性を自在に選択。

走行状況に応じて減衰力を制御することで快適な乗り心地とドライビングダイナミクスを向上させるアダプ

クルマの特性を自動的に調整する
「オート」、乗り心地重視の「コンフォート」、スポーティな走りに適した

ティブダンパーシステム。微細な磁粉を含む合成炭化水素オイルがショックアブソーバーピストンの中を循環。

「ダイナミック」、燃費性能を高める
「エフィシェンシー」
という4つのモードを選択可能。パワーステアリング

ピストン内のコイルに電圧が加わることで発生した磁場によって粒子を一瞬で再編成し減衰力を変化させ

アシスト、エンジン、エアコンディショナー等の特性を調整できます。

クルーズコントロール*

アウディホールドアシスト*

リヤビューカメラ*

エンジン出力とエンジン制動効果により、高速道路などでの走行

発進時に作動する電子制御式パーキングブレーキ。ボタン一つで

Audi バーチャルコックピットのディスプレイに車両後方の映像と画像をダイナミックに表示。縦列駐車の際に入車

時に約30km/h以上の車速から設定した速度を一定にキープし

スムーズな走行をサポートします。

経路を算出し、ガイドラインと補助線を示して操作をサポートします。リヤビューカメラは、ラゲッジコンパートメント

ます。設定速度はAudiバーチャルコックピットに表示されます。

＊ Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

リッドのハンドル内に設置されているので、車両の外観を損ないません。リバースギア、またはセンターコンソールの

＊オプション

ボタンで起動します。
＊Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

ます。アウディドライブセレクトから
「オート」
「コンフォート」
「ダイナミック」を選択することで、快適性重視の
走りからスポーティでダイレクトな走りまで、幅広い走行特性をお愉しみいただくことができます。
＊ Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにオプション。

32 Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。

※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てください。
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。
※各機能の詳細はP46-47をご参照ください。
※写真はイメージです。33
※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、

Model Lineup

主要標準装備

Audi TT Coupé 40 TFSI
歴代モデルの遺伝子を受け継ぎながらさらに進化。
高性能と高効率を両立するリアルスポーツカー。

Exterior

Assistance & Safety

・バイキセノンヘッドライト
・LEDリヤコンビネーションライト
・エクステリアミラーハウジング ボディカラー
・エクステリアミラー電動調整&格納機能 ヒーター
・アルミホイール 5アームデザイン
8J×17＋225/50 R17タイヤ

・フロントエアバッグ／サイドエアバッグ（フロント）
・カーテンエアバッグ
・EPB（エレクトロメカニカル パーキングブレーキ）
・タイヤプレッシャーワーニング
・レイン／ライトセンサー
・アドバンストキーシステム

Interior

Performance

・スポーツシート
（フロント）
／エフェクトクロス
・手動高さ調整機能（フロントシート）
・デコラティブパネル／ドリフトシルバー
・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 フラットボトム
・デラックスオートマチックエアコンディショナー
・インテリアライト

・スタンダードサスペンション
・アウディドライブセレクト

バイキセノンヘッドライト

アルミホイール 5アームデザイン 8J×17＋225/50 R17タイヤ

スポーツシート
（フロント）
／エフェクトクロス

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 フラットボトム

Technology
・Audi バーチャルコックピット
・MMI ナビゲーション／ MMIタッチ
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect

主要オプション装備
■ マトリクスLEDヘッドライト*3
■コンフォートパッケージ
・シートヒ―ター（フロント）
・センターアームレスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
（フロント/リヤ）
・リヤビューカメラ
・アウディホールドアシスト

■ スタイルパッケージ
・ LEDヘッドライト
・ヘッドライトウォッシャー
・ LEDリヤダイナミックインディケーター
・アルミホイール 5スポークYデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
・エクステンデッド
アルミニウムルックインテリア
■レザーパッケージ
・ S スポーツシート
・ファインナッパレザー
・電動調整機能
（フロントシート）
ボルスター含む
・ランバーサポート 4ウェイ

■ S lineパッケージ
・ LEDヘッドライト
・アルカンターラ/レザー S ロゴ
・ヘッドライトウォッシャー
・電動調整機能（フロントシート）
ボルスター含む
・ LEDリヤダイナミックインディケーター
・ランバーサポート 4ウェイ
・ S lineエクステリアロゴ
Audi バーチャルコックピット
・ S line ステアリングロゴ
・ S line バンパー
・ラジエーターグリル（ハイグロスブラック）・ S line セレクターノブ
・リヤディフューザー（プラチナムグレー） ・ドアシルトリム S line
・ヘッドライニング ブラック
・アルミホイール 10Vスポークデザイン
・デコラティブパネル／
パートリーポリッシュト 8.5J×18
マットブラッシュトアルミニウム
・ S line スポーツサスペンション
・エクステンデッド
・ S スポーツシート
アルミニウムルックインテリア

主要諸元
スペシャルオプション
全 長×全 幅×全 高

2
4,190*1×1,830×1,380*（
mm）

最高出力［ネット］

145kW（197PS）/ 4,350-6,000rpm

ホイールベース

2,505（mm）

最大トルク
［ネット］

320Nm（32.6kgm）/ 1,500-4,300rpm

総排気量

1,984（cc ）

駆動方式

FWD

■ プライバシーガラス
■ アルミホイール 5アームスターデザイン
コントラストグレー パートリーポリッシュト（鍛造）
9J×19＋245/35 R19タイヤ*3
■ アウディマグネティックライド

■ Bang & Olufsen サウンドシステム
■ クルーズコントロール
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings&ブラックハイグロス
スタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックハイグロス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 ハイグロスブラック

■ アルミホイール 5スポークブレードデザイン
ブラックポリッシュト 9J×19 (Audi Sport)*³
■ アルミホイール 5アームカッターデザイン
グロスアンスラサイトブラックポリッシュト
9J×20＋255/30 R20タイヤ (Audi Sport)*³

＊1 S lineパッケージ装着車の場合＋10mmとなります。
＊2 S lineパッケージおよびアウディマグネティックライド装着車の場合−10mmとなります。

34

＊3 S lineパッケージ／スタイルパッケージの選択が必要となります。 ※Audi connectの詳細については、P24-25 をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP44-47 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。
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Model Lineup

主要標準装備

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro
高出力を余すことなく路面に伝える
4WDシステムquattroを搭載したハイパワーモデル。

太文字はAudi TT Coupé 40 TFSIから追加・変更される装備です。

Exterior

Assistance & Safety

・LEDヘッドライト
・ヘッドライトウォッシャー
・LEDリヤ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 ボディカラー
・エクステリアミラー電動調整&格納機能 ヒーター
・アルミホイール 5スポークYデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ

・フロントエアバッグ／サイドエアバッグ（フロント）
・カーテンエアバッグ
・アウディパーキングシステム（リヤ）
・EPB（エレクトロメカニカル パーキングブレーキ）
・タイヤプレッシャーワーニング
・レイン／ライトセンサー
・アドバンストキーシステム

Interior

Performance

・スポーツシート
（フロント）
／エフェクトクロス
・電動調整機能
（フロントシート）
・ランバーサポート 4ウェイ
・デコラティブパネル／ドリフトシルバー
・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 フラットボトム
・デラックスオートマチックエアコンディショナー
・アンビエントライティング

・スタンダードサスペンション
・アウディドライブセレクト

LEDヘッドライト

アルミホイール 5スポークYデザイン
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ

LEDリヤダイナミックターンインディケーター

quattro（4WD）

Technology
・Audi バーチャルコックピット
・MMI ナビゲーション／ MMIタッチ
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect

主要オプション装備
■ マトリクスLEDヘッドライト
■コンフォートパッケージ
・シートヒ―ター（フロント）
・センターアームレスト
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム
（フロント/リヤ）
・リヤビューカメラ
・アウディホールドアシスト
・エクステンデッド
アルミニウムルックインテリア

主要諸元

■レザーパッケージ
・ S スポーツシート
・ファインナッパレザー
・電動調整機能（フロントシート）
ボルスター含む
・エクステンデッドレザー

■ S lineパッケージ
・ S line エクステリアロゴ
・ S line バンパー
・ラジエーターグリル（ハイグロスブラック）
・リヤディフューザー（プラチナムグレー）
・アルミホイール 10Vスポークデザイン
パートリーポリッシュト 8.5J×18
・ S line スポーツサスペンション
・ S スポーツシート
・アルカンターラ/レザー S ロゴ
・電動調整機能（フロントシート）
ボルスター含む

・ S line ステアリングロゴ
・ S line セレクターノブ
・ドアシルトリム S line
・ヘッドライニング ブラック
・デコラティブパネル／マットブラッシュトアルミニウム
・エクステンデッドアルミニウムルックインテリア

スペシャルオプション

全 長×全 幅×全 高

4,190*1×1,830×1,380*2（mm）

最高出力［ネット］

180kW（245PS）/ 5,000-6,500rpm

ホイールベース

2,505（mm）

最大トルク
［ネット］

370Nm（37.7kgm）/ 1,600-4,300rpm

総排気量

1,984（cc ）

駆動方式

quattro（4WD）

■ プライバシーガラス
■ アルミホイール 5アームスターデザイン
コントラストグレー パートリーポリッシュト
（鍛造）
9J×19＋245/35 R19タイヤ
■ アウディマグネティックライド
■ ファインナッパレザー
（S line）／エクステンデッドレザー

■ Bang & Olufsen サウンドシステム
■ クルーズコントロール
■ TVチューナー

■ ブラックAudi rings&ブラックハイグロス
スタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックハイグロス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 ハイグロスブラック

■ アルミホイール 5スポークブレードデザイン
ブラックポリッシュト 9J×19 (Audi Sport)
■ アルミホイール 5アームカッターデザイン
グロスアンスラサイトブラックポリッシュト
9J×20＋255/30 R20タイヤ (Audi Sport)*³

＊1 S lineパッケージ装着車の場合＋10mmとなります。
＊2 S lineパッケージおよびアウディマグネティックライド装着車の場合−10mmとなります。
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※Audi connectの詳細については、P24-25をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP44-47 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 37

Model Lineup

主要標準装備

Audi TTS Coupé
圧倒的な動力性能とハンドリング性能。
躍動感あふれるスタイルに洗練を纏った一台。

太文字はAudi TTS Coupéにのみ標準仕様になる装備です。

Exterior

Assistance & Safety

・マトリクスLEDヘッドライト
・ヘッドライトウォッシャー
・LEDリヤ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
・エクステリアミラー電動調整&格納機能 ヒーター
・アルミホイール 10Vスポークデザイン
パートリーポリッシュト
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ

・リヤビューカメラ
・フロントエアバッグ／サイドエアバッグ（フロント）
・カーテンエアバッグ
・アウディサイドアシスト
・アウディパーキングシステム（フロント/リヤ）
・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
・レイン／ライトセンサー
・アドバンストキーシステム

Interior
・S スポーツシート（フロント）／
アルカンターラ/レザー S ロゴ
・電動調整機能（フロントシート）
・ランバーサポート 4ウェイ
・シートヒーター（フロント）
・エクステンデッドアルミニウムルックインテリア
・インテリアエレメント アンスラサイト
・デコラティブパネル／
マットブラッシュトアルミニウム
・ドアシルトリム S
・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
・S ステアリングホイールエンブレム
・デラックスオートマチックエアコンディショナー
・アンビエントライティング
・センターアームレスト

主要諸元

38

全 長×全 幅×全 高

4,200×1,830×1,370（mm）

最高出力［ネット］

235kW（320PS）/ 5,600-6,500rpm

ホイールベース

2,505（mm）

最大トルク
［ネット］

400Nm（40.8kgm）/ 2,000-5,600rpm

総排気量

1,984（cc ）

駆動方式

quattro（4WD）

アルミホイール 10Vスポークデザイン パートリーポリッシュト
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ

S スポーツシート（フロント）／アルカンターラ/レザー S ロゴ

アウディマグネティックライド

Performance
・アウディマグネティックライド
・アウディドライブセレクト

Technology
・Audi バーチャルコックピットプラス
・MMI ナビゲーション／ MMIタッチ
・スマートフォンインターフェース
・Audi connect

アウディサイドアシスト

スペシャルオプション
■ プライバシーガラス
■ アルミホイール5アームフェセットデザイン
コントラストグレー 9J×19＋245/35 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
（S ロゴ）／エクステンデッドレザー
Bang & Olufsen サウンドシステム

マトリクスLEDヘッドライト

太文字はAudi TTS Coupéにのみ設定可能な装備です。
■ Bang & Olufsen サウンドシステム
■ TVチューナー
■ クルーズコントロール
■ 左ハンドル仕様

■ ブラックAudi rings&ブラックハイグロス
スタイリングパッケージ (Audi exclusive)
・ ブラックAudi rings
・ ブラックハイグロス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 ハイグロスブラック

■ アルミホイール 5スポークブレードデザイン
ブラックポリッシュト 9J×19 (Audi Sport)
■ アルミホイール 5アームカッターデザイン
グロスアンスラサイトブラックポリッシュト
9J×20＋255/30 R20タイヤ (Audi Sport)

※Audi connectの詳細については、P24-25をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP44-47 Equipmentをご覧ください。 ※写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。 39

Exterior

Body Colours
Solid paint finishes

Wheels & Tires

アイビスホワイト

グレイシアホワイト メタリック*1

タンゴレッドメタリック*1

パルスオレンジ*1

ミトスブラック メタリック*1

ナバーラブルー メタリック*1

ターボブルー*1
［Audi TTS Coupé、TT Coupé S line設定色］

デイトナグレー パールエフェクト*1
［Audi TTS Coupé、TT Coupé S line設定色］

フロレットシルバー メタリック*1
［Audi TT Coupé設定色］*2

パイソンイエローメタリック*1
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Pearl eﬀect paint finish

Metallic paint finishes

アルミホイール 5アームデザイン 8J×17＋225/50 R17タイヤ
［Audi TT Coupé 40 TFSIに標準装備］

アルミホイール 5スポークYデザイン 8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
［Audi TT Coupé 45 TFSI quattroに標準装備。Audi TT Coupé 40
TFSIにスタイルパッケージとしてセットオプション］

アルミホイール 10Vスポークデザイン パートリーポリッシュト
8.5J×18＋245/40 R18タイヤ
［Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupé にS lineパッケージと
してセットオプション］

アルミホイール 5アームスターデザイン コントラストグレー
パートポリッシュト
（鍛造）9J×19＋245/35 R19タイヤ
［Audi TT Coupéにオプション］*3

アルミホイール5アームフェセットデザインコントラストグレー
9J×19＋245/35 R19タイヤ
［Audi TTS Coupéにオプション］

スペシャルボディカラー
（ Audi exclusive）*¹

アルミホイール 5 スポークブレードデザイン
ブラックポリッシュト9 J x 19 (Audi Sport)
[Audi TT Coupéにオプション]*³

アルミホイール 5アームカッターデザイングロスアンスラサイト
ブラックポリッシュト9J x 20＋255/30 R20 (Audi Sport)
[Audi TT Coupé、TTS Coupéにオプション]*³
＊1 オプション＊2 S lineパッケージ装着車には設定がありません＊3 Audi TT Coupé 40 TFSIにはS lineパッケージ／スタイルパッケージの選択が必要となります。※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。 41

Interior

Premium quality you can rely on.
Seat Colours

Audiのシートに座ると、それがいかに特別なものか感じ取れます。高品質の素材と卓越した職人技から生まれたフロントシートとリヤシートから、上質な心地よさを直に感じて

Decorative Inlays

いただけます。たとえどのシートの素材を選んでも、それがベストな選択であることは間違いありません。

スポーツシート
（フロント）
［Audi TT Coupéに標準装備］

42

ブラック
（エフェクトクロス）
［Audi TT Coupé に標準装備］

ブラック
（ファインナッパレザー）
［Audi TT Coupé にオプション］

ブラック／ダークシルバーステッチ
（ファインナッパレザー）
［Audi TTS Coupé にオプション］

ドリフトシルバー
［Audi TT Coupé に標準装備］

ブラック／ダークシルバーステッチ
（アルカンターラ/レザー）
［Audi TTS Coupéに標準装備］

パロミノブラウン
（ファインナッパレザー）
［Audi TT Coupéにオプション］

エクスプレスレッド／グラナイトグレーステッチ
（ファインナッパレザー）
［Audi TTS Coupéにオプション］

マットブラッシュトアルミニウム
［Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupé に S line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
（アルカンターラ/レザー）
［Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupé に S line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 TT Coupé 45 TFSI quattroにオプション］

ブラック／ロックグレーステッチ
（アルカンターラ/レザー）
［Audi TT Coupé に S line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 TT Coupé 45 TFSI quattro、TTS Coupéにオプション］

S スポーツシート（フロント）
［Audi TTS Coupéに標準装備］
［Audi TT Coupé に S lineパッケージ、またはレザーパッケージとしてセットオプション］

※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。 43

Equipment

Equipment
Standard Equipment 標準装備
インテリアライト*
省エネかつ長寿命のLEDテクノロジーを一部に用いた防眩ライティ
ングは以下の構成になります。
・インテリア照明（読書灯含む）
・照明付きグローブコンパートメント
（バルブ）
・フットウェル照明
・ラゲッジコンパートメントライト
・照明付メイクアップミラー
＊Audi TT Coupé 40 TFSIに標準装備。

アンビエントライティング*

LEDヘッドライト*
LEDヘッドライトは昼光に近い照明で道路を照射し、最小限のエネ

バイキセノンヘッドライト*

インテリアライティングに加え、以下が含まれます。

フューエルキャップ

ステアリングホイール 3スポークレザー

デラックスオートマチックエアコンディショナー

ロービームとハイビームに耐久性の高いガス放電技術を採用。道路

・エントランス照明

TTのロゴのエンボス加工と、ねじのような形が特徴のデザイン。

マルチファンクション パドルシフト フラットボトム

エアコン吹き出し口に画期的な操作を採用。一体型表示となって、

ルギー消費で長寿命。また特徴的なライティングパターンにより、他

を煌々と照らす明るさとムラのない優れた均質性、そして広い照射

・センターコンソールとドアトリムにアンビエント照明

の車両や歩行者などからの視認性も優れています。

範囲を実現し視認性を向上させます。また自動ヘッドライトレンジ

・ドアオープナー、
ドアポケット、ストレージコンパートメントの照明

＊ Audi TT Coupé 45 TFSI quattroに標準装備。Audi TT Coupé 40 TFSI にS line
パッケージとしてセットオプション。

コントロールによって、ダイナミックにヘッドライトの照射範囲を自動

＊ Audi TT Coupé 45 TFSI quattro、TTS Coupéに標準装備。

調整し、対向車のドライバーの目のくらみを防ぎます。LEDポジショ

Audi バーチャルコックピット
革新的な12.3インチのフルデジタルインストルメントパネルが、
ドライバーのニーズに合わせてフレキシブルな情報提示を行います。パネル
内にMMI機能も一体化。マルチファンクションステアリングホイール、MMIコントロールパネルまたはMMIタッチを介して操作できます。

ニングライトと、オールウェザーライトも装備しています。

マルチファンクションステアリングホイールのボタンにより画面の切り替えが可能となり、コンテンツ画面を広く鮮明に映し出すことができます。

インフォテインメントの基 本 的 機 能を操 作できる4 つのマルチ

温度、風量、配分を電子制御します。フロントウィンドウとサイド

ファンクションボタンが付いています。高さとリーチが調整可能で、

ウィンドウにデフロスターノズルを装備。大気センサー、エアイン

フルサイズのエアバッグを装備。Sトロニックトランスミッション搭載に

テーク制御、複合フィルターを使用した自動再循環モード、そして

よりマニュアルでギアチェンジが可能なパドルシフト付きです。

湿度センサーとキーコード設定も組み込まれています。

MMIナビゲーションとの併用で、高解像度の画面に3D地形図のナビゲーションマップも表示します。ルートガイダンスが起動するとスピード

＊ Audi TT Coupé 40 TFSIに標準装備。

メーター近くにナビゲーション情報が常に表示されます。

の各セグメントがミリ秒単位の間隔で順次点滅し、クルマが曲がる
方向に内側から外側に向かって伸びるように発光。作動時には他
のクルマや歩行者に向けて特徴的なシグナルを送ります。
＊ Audi TT Coupé 45 TFSI quattro、TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupé
40 TFSI にS lineパッケージとしてセットオプション。

アウディドライブセレクト

普段あなたがお使いのスマートフォンと車両がダイレクトにつながり

クルマの特性をオート、コンフォート、ダイナミック、エフィシェンシー

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Audi

（効率）の各モードに設定できます。またMMIナビゲーションとの

バーチャルコックピットに表示し、電話やメッセージ、ミュージックなど

併用で、インディヴィジュアルモードも設定可能。パワーステアリング

特定のアプリをMMIコントローラーやボイスコントロールで手軽に

アシスト、エンジン特性、さらにオプション装備を調整できます。エフィ

リヤスポイラー

操作できます。

シェンシー
（効率）
モードは、燃費を向上させる基本設定に切り替えます。

プッシュボタンにより手動、または約120km/hのスピードで自動的

※ 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（iPhone以上）、Andoroid 5.0以上になります。

に拡張します。

LEDリヤダイナミックターンインディケーター *
LEDリヤライトの機能に加え、ダイナミックで視認性の高い照明
パターンを展開するターンインディケーターを搭載。LED帯状ライト

スマートフォンインターフェース

アドバンストキーシステム
キーを身につけているだけでアクセスできる認証システム。運転席と
助手席のドアハンドルのセンサーを介して、
外から解錠／施錠されます。

スタートストップシステム
信号待ちの時などクルマが徐行した際に自動的にエンジンを切ること
により、燃料消費とCO2排出を抑えます。
ドライバーがアクセルを

施錠中もラゲッジコンパートメントリッドを開けることが可能です。
※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Audi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。

踏み込む頃には、すでにアイドリング状態に復帰しています。ボタン
を押すだけでいつでもシステムをオフにできます。

MMIナビゲーション
Audi バーチャルコックピットに統合されたナビゲーションシステム。
独自のタッチパッド機能の採用により、SSDナビゲーションシステム
をはじめ、ラジオ/CD/DVD/地上デジタルTV
（フルセグ対応）
/ハンズ
フリーフォンなどをよりシンプルに直感的に操作することができます。
文字や数字を認識し、ディスプレイ上の地図をスクロールすること
も可能。
ドライバーが道路から視線をそらすことなく文字や数字を

アウディパーキングシステム
（リヤ）*
車両背後に検知した障害物との距離を音で知らせることで、バック

入力できます。さらに、読み上げ機能でモバイルフォンのEメールや
メッセージを表示します。

で入る並列駐車を容易にします。バンパーにさりげなく内蔵された
超音波センサーが測定。バックギアが選択されると起動します。
＊ Audi TT Coupé 45 TFSI quattroに標準装備。
（フロント/リヤ）
が標準装備。
Audi TTS Coupéにはアウディパーキングシステム

44

※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。 45

Equipment

Equipment
Optional Equipment オプション

Special Optional Equipment スペシャルオプション

ブラックAudi rings&ブラックハイグロススタイリングパッケージ(Audi exclusive)*

アウディホールドアシスト*

TT Coupé 40 TFSI

発進時に作動する電子制御式パーキングブレーキ。ボタン一つで

TT Coupé 45 TFSI quattro

TTS Coupé

〈装備内容〉

スムーズな走行をサポートします。

■ ブラックAudi rings

＊ Audi TTS Coupé に標準装備。Audi TT Coupé にコンフォートパッケージとして
セットオプション。

■ ブラックハイグロス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 ハイグロスブラック

リヤビューカメラ*

Audi バーチャルコックピットのディスプレイに車両後方の映像と
画像をダイナミックに表示。縦列駐車の際に入車経路を算出し、
ガイドラインと補助線を示して操作をサポートします。リヤビュー

＊オプション

カメラは、ラゲッジコンパートメントリッドのハンドル内に設置されて
マトリクスLEDヘッドライト*

エクステンデッドアルミニウムルックインテリア*

アウディサイドアシスト*

カメラシステムにLED光源を組み合わせた革新のテクノロジーが、

ステンレス製ペダルカバーが足元をスポーティに演出。さらにウィン

車線変更が危険と判断された場合、エクステリアミラーのLED表示

配光のアダプティブコントロールを実現。他の車両などを検知すると、

ドウスイッチ、ミラースイッチのエッジがアルミニウムルックとなります。

システムがその車両の現在位置に関わるエリアだけを暗くし、それ

＊ Audi TTSに標準装備。Audi TT Coupé 45 TFSI quattroにコンフォートパッケージ、
ま たはS lineパッケージとし て セットオプ ション。Audi TT Coupé 40 TFSIに
スタイルパッケージ、またはS lineパッケージとしてセットオプション。

以外をハイビームモードで照射。個々のライトパターンの切り替え、
対向車が通り過ぎる際の制御など、ヘッドライトが適切に変化する
よう構成されています。また、フロントとリヤのダイナミックターン

を使って警告します。2つのレーダーセンサーが後方から車両側面

いるので、車 両の外 観を損 ないません。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。
＊ Audi TTS Coupé に標準装備。Audi TT Coupé にコンフォートパッケージとして
セットオプション。

に接近中の車を検知し、距離と速度差を計測。約30km/h以上の

アウディマグネティックライド*

Bang & Olufsen サウンドシステム*

走行状況に基づいて減衰力を制御することで乗り心地とドライ

センタースピーカーとドアに配したバススピーカーを含む計12個の

ビングダイナミクスを向上させるアダプティブダンパーシステム。3つ

高性能ラウドスピーカーで、魅惑のサラウンドサウンドを再現。総出力

のサスペンション設定（オート、コンフォート、ダイナミック）があり、

車速範囲でサポートされます。

アウディドライブセレクトから操作。車高が10mm低く設定されます。

680ワットの14チャンネルアンプと5.1サラウンドサウンド再生が、
MMIナビゲーションで操作できます。

＊ Audi TTS Coupé に標準装備。Audi TT Coupé にコンフォートパッケージとして
セットオプション。

＊ Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにオプション。

＊オプション

インディケーターが特徴的なシグナルを発します。
＊ Audi TTS Coupéに標準装備。Audi TT Coupéにオプション。
※ Audi TT Coupé 40 TFSIにはS lineパッケージ／スタイルパッケージの選択が必要
となります。
※マトリクスLEDヘッドライトを選択した場合、ダイナミックターンインディケーターの適用
範囲はフロントとリヤになります。

クルーズコントロール*
エンジン出力とエンジン制動効果により、高速道路などでの走行時

30km/h以上の車速から設定した速度を一定にキープします。設
定速度はAudi バーチャルコックピットに表示されます。
＊オプション

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro

ブラックAudi rings & ブラックハイグロススタイリングパッケージ
(Audi exclusive)装着車

プライバシーガラス*
リヤウィンドウ、リヤサイドウィンドウにプライバシーを保護するカラー
ドガラスが選択可能です。
＊オプション

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。
＊オプション

※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。

46 ※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。 47

Audi Genuine Accessories

1

2

3

4

5

6

7ダブルスポークデザインアルミホイール装着車

Audi Genuine Accessories

（スポーツ）
1 フロアマット

3 ドアエントリーライト

チェック柄をエンボス加工で表現したスポーティなフロアマットです。
カラー：ブラック

ドア開閉時に、足元を

魅力的なカスタマイズで、あなただけのAudiを。

（プレミアムスポーツ）
2 フロアマット

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。

48 Audi TT Coupé 45 TFSI quattro ［オプション装着車］ 写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。

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
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 ＊ Audi TTS専用

マークで照らすLED照明です。

6 カーボンミラーハウジング
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。

4 5スポークファルクスデザインアルミホイール
7J-17､インセット47､ PCD112mm（ウインタータイヤ用）

5 Audiユニバーサルトラフィックレコーダー
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。
レーダー感知作動による駐車監視や、イベントの自動録画、GPSによる自車位置検知など、
多機能と高機能を兼ね備えています。フロント用とフロント&リヤ用があります。

※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。 49

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

点検・メンテナンス

延長プログラム

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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