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アーバンライフを楽しむアウディ
ユーザーも︑時にはアウトドアライ

ダーだ︒クルマに搭載し︑旅先で愛

用の自転車でポタリングを楽しむ︒
さらには山に出掛けてヒルクライム

都会ではスタイリッシュに、
自然の中ではタ
フに、
ライフシーンに合わせたスタイルが楽
しめるQ3/Q5用アクセサリー。SUVの持
つ存在感と乗降性を高めるランニングボー
ド、
ボディを保護するとともにボディラインを
引き締めるフェンダープロテクションとドア
アンダープロテクションをセットする。

フを楽しんではいかがだろうか︒先

SUVが持つ魅力をさらに鮮明に

を楽しむ︒どちらも自転車好きには

クルマと一体となる画期的テント

クルマと繋げることで簡単にオートキャンプ
が楽しめる画期的なテント。付属のエアポン
プで空気を注入することで支柱を膨らませて
展開する。車両に専用アタッチメントで接続
すれば、
テントから出ることなく容易にラゲッ
ジスペースの荷物を出し入れすることができ
る。Q3/Q5用が用意されている。

たまらない楽しみだ︒それが容易に

Audi Offroad Style Package

アウディ オフロードスタイルパッケージ ２７９,０７２円〜

進の走りを備えるアウディを選択し

できるとなればアウディユーザーに
は朗報だろう︒
このバイシクルホルダーは２タイ
プある︒ひとつはホイールを外すこ
となく︑フレームとホイールをしっ
かり固定するもの︒そしてもうひと
ロントフォークを固定するというも

つは今回取材した︑前輪を外し︑フ

ができるのが大きなメリットとなる︒

の︒こちらは全高を低く抑えること
安定した取り付けに関してもアウ
ディクオリティを持ち合わせている
能できる︒

ので︑安心してロングドライブが堪
その他にも︑撥水加工が施された
シートエプロンや︑濡れた物を収納
することができ︑ラゲッジスペース
の汚れも防ぐラゲッジトレイやラ
ている︒海から山︑夏から冬︑あら

ゲッジラバーマットなども用意され

ゆるシチュエーションに対応する︑
豊富なアクセサリー群は︑オーナー
の多様なライフスタイルのニーズに
応えるアウディならではのものだ︒
アウトドアを楽しみたいというア
ウディユーザーにとって︑こうした
きめ細やかなアクセサリーが用意さ
れていることは何より心強い︒

純正アクセサリーを活用すれば︑
もっとアクティブなカーライフを実
現 することが可 能︒アウディユー
ザーだからこその楽しみがここに凝

Audi Luxury Camping Package

アウディ ラグジュアリーキャンピングパッケージ ２４８,４００円

たからには﹁いろいろなところに行
きたい﹂と思うのは当然のこと︒快
適でパワフルなエンジン︑そして路
面を選ばぬクワトロが搭載されたモ
デルとなれば︑
まさに
〝鬼に金棒〟
だ︒
そうしたライフスタイルを可能に
するのが︑アウディの魅力的な純正
アクセサリー︒アウトドアを楽しむ
ためのアイテムを多数用意している︒
Ｑ５を例にとって見ていこう︒Ｑ
５には２本のルーフバーが標準装備
されている︒ルーフバーとは活動範
囲を広げるアイテムを車載するため
のベースキャリアのこと︒これに
よって様々なライフスタイルが可能
となるのだ︒このルーフバーは︑Ｑ
５ 以外のモデルでは純正アクセサ
そしてこれを活用したアイテムは

リーとして別途用意されている︒
実に多彩だ︒
ラゲッジラック︑
スキー
＆スノーボードホルダー︑カヤック
ホルダー︑スキー＆ラゲッジボック
スなど︑ルーフのアレンジは自由自
大きな荷物をルーフに搭載してラ

在だ︒

のは︑ヨーロッパではごく一般的に

ゲッジスペースを有効に使うという
見かける光景で︑入念に設計された
アウディ純正アクセサリーを活用す
れば︑思いもしなかったほど多くの
荷物を搭載して快適なドライブが可
その中でも今回注目したいのが︑

縮されている︒

5

能となる︒
自転車を搭載するバイシクルホル

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598-106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

スキー＆ラゲッジボックス
（91,800円
〜129,600円／300ℓ〜405ℓ）
。
バイシクルホルダー
（フロントフォー
ク固定タイプ）価格19,440円。
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ライフスタイルを
もっとアクティブに

クルマとともに生活をもっとアクティブなものにし
たいと考えている人も多いことだろう。
アウディには
そんなユーザーに向けて入念に開発された魅力的
な純正アクセサリーが数多く用意されている。
文：

河原良雄／写真：村西一海

主に純正アクセサリーをアレンジ
してここまでカスタマイズできると
いう提案︑それがこのＡ１スポーツ
初出展となった２０１５年の東京

バックだ︒
オートサロンでアウディのブースに
飾られていた特別仕様車である︒さ
りげなく高品位とスポーツ性を際立

ションシステムの収納カバーや︑そ
の下のハザードスイッチ︑エアコン

のダイヤル︑そしてシフトゲージ︑
パワーウインドウスイッチ周囲に配
される︒さり気ないアレンジだが
ユーザーのスポーツ心をくすぐるの
は間違いない︒
デコラティブトリムインテリアの
サモアオレンジは︑ルームミラーカ

ルーフエンドに圧倒的な存在感

個性的なリヤビューを演出するルーフエンド
のスポイラー。S1では標準装備されるルー
フスポイラーだが、A1スポーツバック用純
正アクセサリーではループ状のダブルウイ
ングとなるのが特徴。写真のようにピアノブ
ラックに仕上げると存在感はさらに高まる。
A1のエッジの効いたスタリングを強調、
アウ
ディ流のデザイン追求がここにうかがえる。

バー︑エアベント︑ドアハンドルパ
ネル︑センターコンソールパネルな

Audi Roof Spoiler

アウディ ルーフスポイラー ６２,６４０円〜

たせているのが特徴で︑会場でも大
エクステリアのポイントは︑純正

どにも配されアクセントとなってい
る︒純正アクセサリーにはこのほか
にも様々なカラーが用意されている
ので︑ボディカラーに合わせるなど
フロアマットはドイツ製で︑かか

好みに応じて楽しむことができる︒

げたスポーティなブラックだ︒

と部分の毛足を短くして操作性を上
さらにアクセル＆ブレーキのペダ
ルカバーも見逃せない︒ペダルカ
バーはドイツ本国のアウディＡＧが
安 全 性 を 認 め た も の で︑ 単 な る
ファッションではないところに信頼
が置ける︒
メーターフードパネル︑ステアリ
ングホイール︑シフトブーツ︑サイ
ドブレーキレバーのアルカンターラ
はショーモデルの特別仕様︒色合い
の良さに加えて︑手触りの良さが魅
力ですべてオレンジステッチがあし
この特別仕様車で見たとおり︑ア

らわれている︒
ウディをカスタマイズするとさらに
魅力的になることがおわかりいただ
けただろう︒純正アクセサリーを活
用して自分だけのアウディに仕立て
てみてはいかがだろうか︒

マフラーエンドをスポーティに

アウディはマフラーエンドのデザインにもこ
だわっている。スポーツモデルは左右出し、
あるいは左側2本出しが基本形。
そしてそれ
を際 立たせるのがステンレス製フィニッ
シャー。マフラーエンドに差し込むだけで、75
φとひと回り大きな口径のデュアルに変身
する。
クローム仕上げに加え、今回取材した
特別仕様に装着されたブラックもある。

きな反響を呼んだ︒
アクセサリーを中心に構成された各
パーツとボディを同色にしていない
ことにある︒
こうすることによって︑
スタイリングにアクセントを生み出
ＲＳモデルなどで使われている艶

しているのだ︒
のあるピアノブラック
︵塗色番号
〝Ｙ
９Ｂ〟
︶塗装としているのは︑フロ
ントスポイラー︑
サイドスポイラー︑
ルーフスポイラー︑リヤディフュー
そしてこのピアノブラックを引き

ザーにまで及ぶ︒

立たてているのが各部のさらなる
ブラック仕上げだ︒ルーフ︑テール
サイドミラーやフロントグリル類も

ゲートにブラックフィルムを貼り︑

の特別仕立てだが︑その絶妙な色使

ブラックを選択︒これらはショー用

最近︑高品位スポーツホイールに

いは完成度の高さをうかがわせる︒
も採用が目立つブラック仕上げが︑
新商品のスポーツテールパイプフィ
ニッシャーにまで及んだことは極め
て自然な流れである︒
また︑インテリアも実にスポー
ティに仕立てられている︒
カーボン調フィルムはナビゲー

Audi Sport Tailpipe Finisher

アウディ スポーツテールパイプフィニッシャー ６,４８０円〜

リヤビューにもブラックが効率的に使
われ、
シャープに仕上げられている。
アルカンターラとカーボン調フィルム
を配したブラック基調のインテリア。
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カスタマイズの
ひとつの提案

2015年の東京オートサロンのアウディブースに
展示されていたA1スポーツバックが話題を呼ん
でいる。純正アクセサリーを中心とした、
デザイン
性の高いアウディらしいカスタマイズの好例だ。
文：

河原良雄／写真：盛長幸夫

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

6

肌に当たる風が冷たくなると︑﹁そ
ろそろ愛車の冬支度を﹂と︑考える
アウディオーナーも多いことだろ
う︒アウディはクワトロに象徴され
るように︑冬や雪がよく似合う︒雪
道など滑りやすい路面でも高い走破
性を持つクルマとして知られ︑安全
にウインタードライブを楽しむこと
ができると評価も高い︒その際︑さ
らに頼りになるのが豊富に揃ったア

キー＆スノーボードホルダー︒ルー
フバーにセットするホルダーはラ
のが利点で︑積み降ろしが簡単にで

ゲッジスペースを有効に活用できる
きるように装着部分がサイドにアウ

タースライドするものも用意する︒
安全性にも考慮し︑しっかりと固定
されるのは言うまでもない︒
またウインタードライブでは思い
がけない事態に遭遇することもあ
る︒そんな時に助かるのが︑雪や凍
結対策の用品だ︒

車種によって、
ラゲッジラバーマットのほ
かに、深さのあるトレイ形状のポリエチレ
ン製のものを用意する。6,480円〜。

ウディ純正ウインターアクセサリー

必需アクセサリーとも言うべきな
のがスノーブレード︒低温でも硬く
ならず︑雪を効果的に払拭すること
で確実に視界を確保する︒またデア

アウディ ラゲッジトレイ

濡れた物でも気にせず積み込めるラゲッ
ジマット。専用デザインで四隅まで確実
にカバーする。9,936円〜。

である︒
まず欠かせないのがウインターホ
イール︒車種ごとにデザインやサイ
たエクステリアにマッチするのはも

イサーも出先などで重宝するケミカ
ル︒凍ったフロントウインドウに
シュッとひと吹きするだけで凍結を
取り除いてくれる便利グッズだ︒
さらにはウインドーウォッシャー
液も凍らないようにセッティングし
ておきたい︒どれくらいの濃さがベ
ストなのか︑アウディの正規ディー
ラーはこうした知識を豊富に持って
いるので︑気軽に相談することをお
アウディの純正アクセサリーはす

薦めする︒

して開発され︑入念なテストを経て

べて︑厳格なアウディの基準を満た
初めて製品化されている︒アウディ
がアウディのために専用開発してい
るからこその安心感が︑すべてのア

クセサリーに込められているのだ︒
アウディの純正ウインターアクセサ
リーをフルに活用して︑安心してア

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

ズが設定され︑アウディの洗練され
ちろんのこと︑最大４層の高品質塗
料の積層塗装により︑融雪剤に伴う
塩害にも強く仕上げられているので
安心だ︒もちろん︑耐衝撃試験や耐
腐食性試験︑耐候性試験など︑アウ
ディ基準に基づいた品質テストも実
アウディではウインターホイール

施されている︒
に履き替える際にインチダウンを推
奨している︒インチダウンすると︑
タイヤ幅が狭くなり路面との接地荷
重が大きくなるので︑安全性が高ま
るからだ︒これはアウディのウイン
ターホイールに対する考え方であ
る︒価格を抑えることができるのも
魅力だ︒ウインタータイヤに関して
はサイズ設定など正規ディーラーが
相談に乗ってくれる︒
スキーやスノーボードを楽しむ方
も多いことだろう︒アウディはそん

クティブにウインタードライビング
を楽しんでいただきたい︒

7

なスポーツ好きのために数多くのア
クセサリーを揃えている︒好例がス

アウディ ラゲッジラバーマット

雪解けの水がこぼれてフロアを濡らさな
いよう縁取りされたゴム製マット。前席用
6,480円〜／後席用5,400円〜。

アウディではウインタードライブを快適に楽しめる アウ
ディ プロテクション パッケージ を用意している。室内
用ラバーマットとラゲッジルーム用ラバーマットあるいは
トレイをセットで装着することをお薦めするというもの。
価格はセットで18,360円からとなっている。すべて車
種ごとにデザインされていて、
フィッティングは言うまで
もなく防水対策も抜かりない。冬をアクティブに楽しみ
たいアウディオーナーは是非ともチェックしたい。

アウディ ラバーマット
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安心して、快適な
ウインタードライブを
冬道に強いと言われるアウディだからこそ、純正
ウインターアクセサリーは豊富。そこには培われ
てきた経験やノウハウが詰まっており、
もちろん
そのいずれもが厳格な基準を満たしている。
文：

河原良雄／写真：小平 寛

専用開発のウインターホイール。A3 スキー＆スノーボードホルダー。ライ
用は25,920円/1本から用意される。 ンアップは19,440円から3タイプ。

Audi
Protection Package

アウディ プロテクションパッケージ

フロントウインドウ越しの陽射し
に暖かさが感じられる︑気持ちのい

気も汚れてくる︒アウディ車のエア
コンフィルターはダスト／ポーレン
フィルターと呼ばれているが︑ポー
レン︵＝花粉︶の文字が示すように
小さな花粉微粒子も逃がさない濾過
能力を持つことで知られている︒

※上海の公的検査機関であるSIMT
（Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology）
の調査結果。

い季節になると︑エアコンから吹き
出す風のホコリや匂いが気になると
いう人も多いことだろう︒春は空気
が汚れがちな季節でもある︒

編集部のＳ５スポーツバックの場

3層フィルター式高性能空気清浄器。1層目
がゴミ、
2層目が微粒子、
3層目がガスや臭い
を除去する。花粉や黄砂はもちろんPM2.5
などにも対応。約30分で車内の有害物質を
99％除去する
（※）
。
シガーソケットの12V電
源でオートマチックオン＆オフ機能も装備。付
属のベルトでアームレストやヘッドレスト裏に
固定する。
タバコや車内臭にも対応。

合︑１年前にエアコンフィルターを

コンパクトだが高い清浄力を発揮

編集部のＳ５スポーツバックに乗

高効率高機能フィルター

アウディ専用の合成繊維不織布を使用した
エアコンフィルター。埃や花粉などの車内へ
の侵入を防ぐ。PM2.5にも有効なのはもち
ろんのこと、
より小さいPM1.0を最大99％、
PM0.1を最大85％除去。外気の排出ガス
やカビ胞子などをシャットアウトする。タバコ
や車内の臭いにも対応。エアコンの効率に
も配慮して専用設計されている。

りエアコンのスイッチを入れると︑

Audi Air Purifier

アウディ エアピュリファイア １６,２００円

交換しているが︑新車登録から︑エ
アコンクリーニングを行っていな
い︒どうやら空気の汚れの原因はそ
こにありそうなので︑エバポレー
室内を汚さないようにグローブ

ターの洗浄を行うことにした︒

Audi Dust Pollen Filter

アウディ 純正ダスト/ポーレンフィルター ２,９１６円〜

吹き出し口からの風がやはりなんだ
かホコリっぽい︒
ちょっと気になったので︑いつも
お世話になっているアウディ正規
ディーラーに立ち寄って相談してみ
ると︑すぐにエアコンの状態を丁寧

ングするなど︑しっかりとした準備

ボックスを取り外したり養生マスキ
を行った後︑クリーニング作業に取
りかかる︒溶剤とアウディ車専用器
材を使って付着している汚れやカビ
を落とす実際のクリーニング作業は

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

にチェックしてくれた︒アウディの
正規ディーラーには実際の作業をし
てくれるメカニックのほか︑さまざ
まな疑問や要望に的確に応えてくれ
る信頼のおけるサービスアドバイ

分ほどで終了︒その後 分ほど自

は是非お奨めしたいメニューだ︒

の季節に備え︑アウディオーナーに

カーライフに欠かせない︒これから

空気がきれいな車内環境は快適な

感じられるものだった︒

クの技術力は﹁さすがアウディ﹂と

スアドバイザーの対応力︑メカニッ

アウディ正規ディーラーのサービ

交換も行った︒

せるために︑エアコンフィルターの

クリーニングの効果をさらに向上さ

消し去るのだ︒また︑このエアコン

で︑細かな汚れや臭いなども完全に

こうした作業を念入りに行うこと

返して強制乾燥する︒

全開で温度設定をＨＩ／ＬＯと繰り

然乾燥し︑さらにエアコンのブロア

30

ザーがいて︑きめ細かに対応してく
エアコンの空気の汚れの原因は主

れるのがうれしい︒
にふたつあるという︒ひとつはエア
コン内部の汚れ︑具体的にはエバポ
レーターの汚れだ︒エバポレーター
とはエアコンの冷媒が蒸発すること
で機能する熱交換器のこと︒熱交換
時に生じた水はドレーンで車外に放
出されるが︑結露が残り︑そこに汚
れが付着したりカビが発生したりし
てしまう︒一般的にエアコンのク
リーニングと呼ばれる作業はこのエ
もうひとつはエアコンフィルター

バポレーターの洗浄のことをいう︒
の汚れ︒外気や内気から埃などをこ
し取り浄化した状態でエアコンに空
気を送り込むフィルターが汚れてく
ると︑エアコンを通って送られる空

9

15

エアコンクリーニングで使う溶剤と専
用器具。
ノズルを調整しながら作業。
車内の空気の汚れを一気に解決す
ることができたS5スポーツバック。
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車内の空気を
クリーンに

暖かくなると、空気の汚れが気になってくる。
そこ
で今回は編集部のS5スポーツバックを使って、
エアコンクリーニングをはじめとした快適な車内
空間実現のためのメニューを行ってみた。
文：

河原良雄／写真：盛長幸夫

編集部のＳ５ スポーツバックが
ちょうど カ月点検の時期を迎え︑

チェックなどを並行して行ってい
く︒この手際よさと確実さこそ︑ア
もしこの時点でトラブルが見つか

ウディを知り尽くしたプロの技だ︒

Audi Air-conditioner Cleaning

アウディ エアコンクリーニング

アウディ正規ディーラーで定期点検

れば︑すぐにオーナーに知らせ︑修

理をおすすめするという︒
実は今回︑
ここで右後輪に刺さったごく細い針
金によりスローパンクし始めている
ことが判明した︒期せずして︑プロ
の仕事を実感することとなった︒

Audi Maintenance

アウディ メンテナンス

をお願いした︒
まずＳ５スポーツバックのキーを
渡し︑ショールーム内の﹁サービス
レセプション﹂で法定点検の内容︑
そしてアウディ独自の指定点検の説
明を受ける︒ここではサービスアド

一連の作業が一段落すると︑専用
テスターでのエラーチェックを行
う︒これは車内のコネクターに接続
したアダプターから無線経由で車両
情報を読み取って診断するもの︒な
かなか気づきにくいエアコンの内気
循環／外気導入のフラップの故障な
ども︑テスターにより一発で判明す
るという︒このテスターはアウディ
の正規ディーラーにしかないもの
で︑常にアップデートされ最新のも
のになっている︒
こうしてひととおりの作業が終わ
ると︑あらためてサービスアドバイ
ザーから本日のメンテナンスについ
てのフィードバックを受ける︒ここ
では作業箇所がイラスト化された報
告シートが使われ︑非常にわかりや
すい︒オーナーに代わり家族がクル
マの引き取りに来たときでも︑この
シートにより﹁どこをどう点検︑修

理したか﹂を伝えることができて︑
アウディを知り尽くした熟練のス

非常に好評だという︒

タッフによる︑
判断と作業の確かさ︒
クルマを長く︑大切に乗りたいオー
ナーには︑ぜひ正規ディーラーでの
点検をおすすめする︒

一年中、気持ちのいいドライブを

日本には四季があり、季節に応じて車両をケ
アするところも違ってくる。たとえば、花粉の
飛散などで空気の汚れが気になったら、
エア
コン洗浄や、
エアコン効率をアップし花粉や
ホコリなどをカットする
「ダスト/ポーレンフィル
ター」の交換、PM2.5や花粉を除去する
「エ
アピュリファイア」
が有効だ。正規ディーラー
ではこうしたアドバイスもしてくれる。

バイザーがｉＰａ ｄを手にわかりや
すく丁寧に説明してくれる︒ｉＰａ
ｄの画面には定期交換部品の一覧や
その働き︑点検箇所などが表示され
るので︑これならクルマに詳しくな
こうした説明ののち︑サービスア

い人でも理解しやすいだろう︒
ドバイザーの案内で︑
﹁ダイレクト
レセプション﹂に向かう︒ここでは
オーナー自身がエンジンルームの状
態を確認し︑リフトアップしてボ
ディ下側をチェックしながら︑点検
項目のおさらいを受ける︒ここでオ
イルのにじみなどのはっきりした異
常があれば︑オーナーの了承を得た
上で︑担当メカニックに作業指示が
伝えられる︒そのあと車両は実際の
作業を行う﹁ワークショップ﹂に送
られる︒通常はここに立ち入ること
はできないが︑今回は特別に作業工
程を見せてもらった︒
作業はまず︑ワイパーやオイル
フィルターなど︑定期交換部品を交
換するところから始まる︒その作業
は流れるようにスムーズかつ確実
で︑とにかくムダがない︒リフトを
最適の高さに上げ下げしながら︑エ
ンジンオイルやブレーキフルードの
抜き取り作業︑タイヤやブレーキの

安心して快適に乗り続けるために

アウディの高性能と高品質を楽しむためには
しっかりとしたメンテナンスが必要。アウディ
を知り尽くした正規ディーラーでは、最新の
設備と豊富な経験を活かしてきめ細かく診断
し、確かな技術力で車両をベストコンディショ
ンに導いてくれるので、安心して長く快適に
乗り続けることができる。様々なサービス保
証やメンテナンスプランも用意されている。

作業を行うメカニック。高度な技術を
持つ、
熟練のスタッフが揃う。
作業前にサービスアドバイザーから
車両状況と整備の説明を受ける。
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アウディを知り尽くした
プロの技術と最新設備
アウディに快適かつ安心できるコンディションで
乗り続けるためには、定期的なメンテナンスは欠
かせない。今回は正規ディーラーで受けた48カ
月点検
（法定12カ月点検）
の内容を報告しよう。
文：

植村祐介／写真：永元秀和

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

10

定期点検により︑まったく気づい
ていなかったスローパンクが見つか
り︑事なきを得たというのは︑先般
報告した︒しかしこのとき︑定期交
換部品以外にもうひとつ︑手を入れ
なければならない箇所が見つかっ

しかしここにブレーキパッド交換

ないように思える︒
が入るだけで︑その結果は大きく異
なってくる︒Ｓ５スポーツバックの

で６万円超︒工賃も含め考えると︑

ブレーキパッド部品代は前後セット
アウディフリーウェイプラスに加入
したほうが︑明らかにメリットが大

充実のメンテナンスフリープラン

た︒すでに走行距離５万 超となる

保証サポート延長プログラム

Ｓ５スポーツバックの前後のブレー

アウディ正規ディーラーのサービ

Audi Freeway Plus.

アウディ フリーウェイ プラス

きいことがわかる︒
スアドバイザーはこう語る︒
﹁アウ
ディフリーウェイプラスは︑新車購

必要でなくても︑一般的なクルマの
使い方であれば︑２回目の車検前に
はほぼ交換が必要となるため︑アウ
ディフリーウェイプラスの対象期間
中に交換を済ませておいたほうが車
検費用の節約にもつながります﹂
また︑アウディフリーウェイプラ
スへの加入によりオイルなど消耗品
の補充が無料になることで︑オー
ナーの来店機会が増え︑結果として
重大なトラブルの早期発見につなが
ることもあるという︒
今回の カ月点検でかかった費用
は︑スローパンクが発見されたタイ
ヤの修理費用のみ︒もしフリーウェ
イプラスに未加入であれば︑点検工
賃や消耗部品︑そしてブレーキパッ
ドの交換で︑ 万円近い出費になっ

たことだろう︒そのありがたさを︑
存分に感じた取材だった︒

Audi CarLife Plus.

アウディ カーライフ プラス

キパッドは︑摩耗限度に近い厚みに
まですり減っていたのだ︒
ここで大いに役立ったのが︑あら
かじめ加入していたアウディのメン

入時にご加入いただくお客さまのほ
か︑ カ月︑ カ月点検にかかった

の場合︑もし カ月点検時に交換が

いらっしゃいます︒ブレーキパッド

実感し︑加入されるお客さまも多く

であろう実費との比較でメリットを

24

テナンス延長プログラム﹁アウディ
フリーウェイプラス﹂
︒
これは︑初度登録から初回車検前
までに申し込むことで︑新車購入時
に無償で付帯するメンテナンスプロ
グラム﹁アウディフリーウェイプラ
ン﹂をさらに２年︑５年目の車検前
まで延長できるというもの︒法定
カ月点検︵ カ月点検︶およびそれ
にともなうアウディの指定点検の工
賃︑期間中のブレーキ液やダスト／
ポーレンフィルターなどの指定部
品︑エンジンオイルやワイパーブ
レードなどの指定消耗品の交換や補
充が無償で受けられる︒料金は車種
クラスにより 段階に設定され︑ク
ラスＤにあたるＳ５スポーツバック
は 万１０００円となっている︒
アウディ正規ディーラーでのＳ５
スポーツバックの カ月点検の基本
費用は２万５０００円ほど︒これに
定期交換すべき部品や工賃などを加
えると︑６万円から８万円ほどにな
る︒これだけを比べれば︑アウディ
フリーウェイプラスに加入すること

問い合わせ：アウディ コミュニケーションセンター 7 0120-598106 （AM9:00〜PM7:00） audi.co.jp/as

12

法定点検時に交換する指定消耗
部品。当然すべてアウディ純正。
iPadを使って、必要なメンテナンス
やスケジュールを説明してくれる。
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km

なく実費を支払ったほうが負担が少

11

新車購入時に3年間自動付帯されている、
法定点検、指定点検、指定部品の交換な
ど、
メンテナンスサービスを無償で提供する
「アウディフリーウェイプラン」
を、新車購入
時から3年以降、
さらに2年延長するプログ
ラム。追加プランは有償となるが、
お得な価
格で質の高い正規ディーラーのメンテナン
スサービスを継続できる内容となっている。

新車購入時に3年間自動付帯される
「一般
保証」
をさらに2年延長する有償プログラ
ム。5年間にわたり、
エンジン、
トランスミッショ
ン、
ブレーキなど主要部品を保証、安心の
カーライフを実現する。初度登録から60日
以内なら割引料金で契約が可能。
また3年
以内にアウディの新車に乗り換えの場合に
もプログラムを移行することができる。

48

5

48

20

48

48

13

12

Audi Freeway Plus.で

質の高いカーライフを

先般レポートしたように、編集部のS5スポーツバッ
クはアウディ正規ディーラーで48カ月点検
（法定12
カ月点検）
を受けた。その際に感じた やっぱり入っ
ててよかった という体験について報告しよう。
文：

植村祐介／写真：永元秀和

