A3

Audi A3 S line dynamic limited
Audi A3 Sportback 30 TFSI sport | Audi A3 Sedan 30 TFSI sport

Audi A3 S line dynamic limited

［特別装備］
■ マトリクスLEDヘッドライト

スポーティな装いに充実の先進機能を身につけて。
Audi A3のダイナミズムを加速する特別な一台。

［装備内容］
■ アルミホイール 5トラペゾイド
アンスラサイトデザイン
ブラック ポリッシュト
（Audi Sport）
7.5J×18 225/40 R18 タイヤ*¹
■ アルミホイール 5トラペゾイド
アンスラサイトデザイン
ブラック ポリッシュト
（Audi Sport）
8J×18 225/40 R18 タイヤ*²

対向車や先行車を検知して自動的に配光をコントロールするマトリクスLEDヘッドライトをはじめとして、

フロン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
■ 3分割可倒式リヤシート
（リヤカップホルダー／
センターアームレストリヤ）
■ ルーフレール*¹

専用の18インチAudi Sportアルミホイール、便利な3分割可倒式リヤシートを特別装備。さらにナビゲーションパッケージなどの装備も充実。

＊1 Sportback専用 ＊2 Sedan専用

より機能的に、安全に、そしてスポーティに磨かれた、限定車Audi A3 S line dynamic limited登場。
セーフティ & アシスタンス機能とS lineパッケージのスポーティネスを一台に凝縮。

□ S lineパッケージ
・LEDリヤダイナミックターン
インディケーター
・S lineスポーツサスペンション
・スポーツバンパー
・ルーフスポイラー S line*¹
・S lineエクステリアロゴ

□ ナビゲーションパッケージ
・バーチャルコックピット
・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 line ステアリング
ホイールエンブレム

・デコラティブパネル
マットブラッシュトアルミニウム
・クロス/レザーシート S lineロゴ
・ヘッドライニング ブラック
・ステンレススチールフットペダル
・ドアシルトリム S line

・MMI ナビゲーションシステム
・スマートフォンインターフェイス
・アウディサウンドシステム
・TVチューナー

□ アシスタンスパッケージ
・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
・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
・プレセンスベーシック

□ コンビニエンスパッケージ
・アウディパーキングシステム
・リヤビューカメラ
・アドバンストキー

数々の機能的な装備を身につけて、よりダイナミックな走りへ誘います。

Audi A3 S line dynamic limited

Assistance package
アシスタンスパッケージ

Matrix LED headlight

Wheel

Roof rail

Audi virtual cockpit

Audi smartphone interface

マトリクスLEDヘッドライト

アルミホイール5トラぺゾイドアンスラサイトデザイン ブラック ポリッシュト
（Audi Sport）

ルーフレール／ Sportback専用

（S lineパッケージ）
Audi バーチャルコックピット

Audi スマートフォンインターフェイス（ナビゲーションパッケージ）

Audi A3 S line dynamic limited
［ Sportback 限定 375台］ 車両本体価格〈消費税込み〉
：¥4,600,000
ベースモデル : Audi A3 Sportback 30 TFSI sport

［ Sedan 限定 250台］

車両本体価格〈消費税込み〉
：¥4,790,000

ベースモデル : Audi A3 Sedan 30 TFSI sport

［主要諸元］
●型式：DBA-8VCXS*¹ / DBA-8VCXSL*² ●全長×全幅×全高（mm）
：4,335×1,785×1,440*¹ / 4,470×1,795×1,380*² ●総排気量：1,394cc
●エンジン種類：直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ
（1気筒=4バルブ）●最高出力［ネット］
：90kW（122PS）/5,000-6,000rpm ●最大トルク
［ネット］
：200Nm（20.4kgm）
/1,400-4,000rpm
●駆動方式：FWD ●トランスミッション：7速Sトロニック ●ハンドル位置：右 ●乗車定員：5名 ●冷媒の種類（GWP値）
／使用量：R-134a（1,430*³）
／ 500

［装備内容］
□ S lineパッケージ

□ ナビゲーションパッケージ

・LEDリヤダイナミックターン
インディケーター
・S lineスポーツサスペンション
・スポーツバンパー
・ルーフスポイラー S line*¹
・S lineエクステリアロゴ

・バーチャルコックピット
・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 line ステアリング
ホイールエンブレム

・デコラティブパネル
マットブラッシュトアルミニウム
・クロス/レザーシート S lineロゴ
・ヘッドライニング ブラック
・ステンレススチールフットペダル
・ドアシルトリム S line

・MMI ナビゲーションシステム
・スマートフォンインターフェイス
・アウディサウンドシステム
・TVチューナー

□ アシスタンスパッケージ
・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
・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
・プレセンスベーシック

□ コンビニエンスパッケージ
・アウディパーキングシステム
・リヤビューカメラ
・アドバンストキー

Body Colours

Seat Colour

デイトナグレー パールエフェクト
（特別色）

グレイシアホワイト メタリック

コスモスブルー メタリック

タンゴレッド メタリック

ブラック
（クロス／レザー）

［特別装備］
■マトリクスLEDヘッドライト
フロン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
■ 3分割可倒式リヤシート
（リヤカップホルダー／センターアームレストリヤ）
■ルーフレール*¹

■アルミホイール 5トラぺゾイドアンスラサイトデザイン ブラック ポリッシュト
（Audi Sport）
7.5J×18 225/40 R18 タイヤ*¹ ／ 8J×18 225/40 R18 タイヤ*²

＊1 Sportbackの場合 ＊2 Sedanの場合 ＊3 アウディジャパン株式会社は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP*値150以下
（ 国内向け年間出荷台数の加重平均値）の達成を目指しています。*GWP(Global Warming Potential地球温暖化係数）

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
●表示の価格は2019年3月現在の車両本体価格（消費税込み）
であり、標準工具一式が含まれていますが、付属品価格、保険料、税金（消費税除く）、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
リサイクル料金が別途必要になります。
●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。●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2019年3月現在のものです。
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