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インテリアの演出は足元から。

車種に応じて、最適なフロアマットが選べます。

チェック柄をエンボス加工で表現し、足元を

スポーティに演出するフロアマットです。

Sportsスポーツ

ボリューム感のある上質な仕上がりのフロアマット。

ヒールポジションは毛足をわずかに短くすることで、ペダル操作をスムーズに。

細やかな機能性も重視しています。

Comfort Plusコンフォートプラス



プレミアムクリーン

特徴

■ダニや花粉のアレル物質を吸着

■悪臭の原因を分解・消臭

■シックハウス症候群の要因のひとつといわれているホルムアルデヒドを分解

■繊維上の黄色ブドウ球菌などの雑菌の増殖を抑制

■難燃加工により、燃えにくい仕様

■BCFナイロン高密度カーペットにより、ロングドライブ時の疲労軽減及び、耐摩耗性にも優れている

・「プレミアムスポーツ」「ハイグレード」「スポーツ」は　　　　 の「　　　　  」繊維を
 使用したフロアマットです。

・「　　　　  」は　　　　 の登録商標で、2010年第3回産学官連携功労者表彰
 （文部科学大臣賞）を受賞しました。

ハイグレード　　　 High Grade

高密度ハイパイルカーペットに、

プレーンハイカット＆ローループタフトによる、細かな柄際を表現。

大柄な躍動感あるデザインをほどこしました。

スポーツ　　　               Sports

ヒールパッド装着のスポーティなタイプ。チェック柄をなだらかな段差のグラデーション

風に仕上げました。洗練されたインテリアに調和するブラック＆シルバーが特徴です。

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。

コンフォート　　　 Comfort

スピード感、ダイナミックさを彷彿させる曲線柄のフロアマット。

耐摩耗性に優れ、ポリプロピレンヒートセット糸を採用した、心地よい

フロアマットです。

スポーツ　　　　　　　　　 Sports

ヒールパッド装着のスポーティなタイプ。チェック柄をなだらかな段差のグラデーション

風に仕上げました。ブラック＆レッドの色彩が、落ち着いた雰囲気をもたらします。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。

（ブラック＆シルバー） （Black＆Silver）

（ブラック＆レッド） （Black＆Red）

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。(S/RSモデル専用となります。）

Premium Sportsプレミアムスポーツ



●商品の仕様ならびに価格等の記載内容は、2017年4月現在のもので、予告なく変更する場合がございます。付属品、取付費、塗装代などは含まれません。

　掲載の税込メーカー希望小売価格は2017年4月現在の税率（8%）に基づく消費税込価格です。

●外観・色については、撮影及び印刷条件により、実物と異なって見えることがあります。

●当社の許可なく、本カタログの一部又は全部を複製、転写することを禁じます。

●掲載車両は一部日本仕様と異なる場合があります。

東京都品川区北品川 4-7-35
御殿山トラストタワー16F　〒140-0001

アウディ ジャパン 株式会社

スポーツ

コンフォートプラス

コンフォート (ベージュ)

プレミアムスポーツ

スポーツ

コンフォートプラス

コンフォート (ベージュ)

ハイグレード

プレミアムスポーツ

スポーツ

コンフォートプラス

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

コンフォートプラス

コンフォートプラス

コンフォートプラス

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

コンフォートプラス

コンフォート (ベージュ)

ハイグレード (ブラック)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

コンフォート (ブラック)

コンフォート (ベージュ)

ハイグレード (ブラック)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

コンフォート (ブラック) RHD

コンフォート (ブラック) LHD

コンフォート (ベージュ) RHD

コンフォート (ベージュ) LHD

ハイグレード(RHD)

コンフォート (ブラック) RHD

コンフォート (ブラック) LHD

コンフォート (ベージュ) RHD

コンフォート (ベージュ) LHD

ハイグレード(RHD)

ハイグレード(LHD)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

A1

A3

A4

S4

A5

S5

A6

S6/RS6

A7

S7/RS7

A8

S8

8X2061270M

J8X061277 6PS

J8XGG1R11CFBE4

J8XBM5R14PSS01

8V2061270F

J8V061277 6PS

J8VGG1R16CFBE4

J8VBM5R15HGBL4

J8VBM5R14PSS01

8W2061270

J8W061277 6PS

J8WBM5R16PSS01

J8WBM5L16PSS01

J8W061A5C

J8W061A5B

J8W061A5R

J8WBM5R17PSS10

J8WBM5L17PSS10

J8WBM5R16PSS01

J8WBM5L16PSS01

J8WBM5R17PSS50

J8WBM5L17PSS50

J4G061277  6PS

J4GGG1R16CFBE5

J4GBM5R15HGBL5

J4GBM5R14PSS01

J4GBM5L14PSS01

J4GGG1R16CFBL5

J4GGG1R16CFBE5

J4GBM5R15HGBL5

J4GBM5R14PSS01

J4GBM5L14PSS01

J4HGG1R16CFBL5

J4HGG1L15CFBL5

J4HGG1R13CFBE5

J4HGG1L13CFBE5

J4HBM5R15HGBL5

J4HGG1R15CFBL4

J4HGG1L15CFBL4

J4HGG1R11CFBE4

J4HGG1L11CFBE4

J4HBM5R15HGBL4

J4HBM5L11HGBL4

J4HBM5R14PSS01

J4HBM5L14PSS01

（¥25,000）

（¥32,000）

（¥35,000）

（¥75,000）

（¥30,000）

（¥35,000）

（¥40,000）

（¥52,000）

（¥80,000）

（¥30,000）

（¥37,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥37,000）

（¥37,000）

（¥37,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥39,000）

（¥60,000）

（¥80,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥80,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥80,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥60,000）

（¥80,000）

（¥80,000）

（¥100,000）

（¥100,000）

車種 フロアマット商品名称 品番 希望小売価格 （税抜）

S1

S3

Sportback

Sportback

Cablioret

Cablioret

Long

Coupe

Coupe

■Floor Mat List

スポーツ

スポーツ(ブラック&シルバー)

スポーツ(ブラック&レッド)

コンフォート(ブラック)

ハイグレード

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

スポーツ (ブラック&シルバー)

コンフォート (ブラック)

コンフォート (ベージュ) 

フロアマットハイグレード

プレミアムスポーツ

ベロアタイプ (フロント)

ベロアタイプ (リヤ )

スポーツ(ブラック&シルバー)

スポーツ(ブラック&レッド)

スポーツ(ブラック&シルバー)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

プレミアムスポーツ(RHD)

プレミアムスポーツ(LHD)

Q2

RS Q3

SQ5

Q7

TT

TTS/TTRS

R8

81C061270

J8UBM5R15SPBS4

J8UBM5R15SPBR4

J8UGG1R15CFBL4

J8UBM5R13HGBL4

J8UBM5R14PSS01

J8UBM5L17PSS01

J8RBM5R15SPBS5

J8RGG1R16CFBL5

J8RGG1R16CFBE5

J8RBM5R15HGBL5

J8RBM5R14PSS01

4M2061275 MNO

4M0061276 MNO

J8SBM5R16SPBS4

J8SBM5R16SPBR4

J8SBM5R16SPBS2

J8SBM5R16PSS01

J8SBM5L16PSS01

J8SBM5R17PSS50

J8SBM5L17PSS50

J4SBM5R16PSS01

J4SBM5L16PSS01

（¥30,000）

（¥30,000）

（¥30,000）

（¥40,000）

（¥52,000）

（¥80,000）

（¥80,000）

（¥30,000）

（¥40,000）

（¥40,000）

（¥52,000）

（¥80,000）

（¥16,000）

（¥11,400）

（¥30,000）

（¥30,000）

（¥30,000）

（¥80,000）

（¥80,000）

（¥80,000）

（¥80,000）

（¥150,000）

（¥150,000）

¥27,000 

¥34,560 

¥37,800 

¥81,000 

¥32,400 

¥37,800 

¥43,200 

¥56,160 

¥86,400 

¥32,400 

¥39,960 

¥108,000 

¥108,000 

¥39,960 

¥39,960 

¥39,960 

¥108,000 

¥108,000 

¥108,000 

¥108,000 

¥108,000 

¥108,000 

¥42,120 

¥64,800 

¥86,400 

¥108,000 

¥108,000 

¥64,800 

¥64,800 

¥86,400 

¥108,000 

¥108,000 

¥64,800 

¥64,800 

¥64,800 

¥64,800 

¥86,400 

¥64,800 

¥64,800 

¥64,800 

¥64,800 

¥86,400 

¥86,400 

¥108,000 

¥108,000 

¥32,400 

¥32,400 

¥32,400 

¥43,200 

¥56,160 

¥86,400 

¥86,400 

¥32,400 

¥43,200 

¥43,200 

¥56,160 

¥86,400 

¥17,280 

¥12,312 

¥32,400 

¥32,400 

¥32,400 

¥86,400 

¥86,400 

¥86,400 

¥86,400 

¥162,000 

¥162,000 

車種 フロアマット商品名称 品番 希望小売価格 （税抜）

Q3

Q5

Roadster

Roadster

Coupe

Coupe


