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クーペを思わせるスポーティなフォルムと多彩なボディカラー。

洗練された個性を映し出すクオリティを追求したインテリア。

走り出せば、コンパクトなボディからは想像できない、

こころ満ちる豊かさや優雅さが伝わってきます。

どこへ行くにも、誰を乗せても、何をするにも、すべて思いのまま。

プレミアムな印象を刻む Audi A1 / Audi A1 Sportback。

ここには、自由を実現するための新しい価値があります。

この小ささは

かなり大きい。

The next premium.
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Audi A1 Sportback 1.4 TFSI［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。  03



A1 Sportback - Exterior
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A1
Sportback

スタイリッシュなフォルムはそのままに、大人 5人のためのスペース

を確保。ディテールまで洗練されたインテリアは伸びやかさのなかに

高い質感が漂います。5つのドアがもたらすくつろぎとやすらぎ、

充実の装備がさらなる楽しみを生み出しました。いつでもスマートに、

そして乗る人みんなが実感する、上質で快適な乗り心地。その先の

どこまでも走りたくなります。

The 5-door
Premium Compact
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A1 Sportback - Exterior
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Audi A1 Sportback 1.4 TFSI［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



大人5人のための充分なスペースを確保した室内は、スタイリッシュ

なデザインと上質なつくりが魅力です。シートやインテリアなどの

カラーを選べ、さらに個性をアップすることもできます。また、ボタンを

プッシュするだけでエンジンスタートできるアドバンストキーを標準

装備。洗練されたドライビングファンを求めて、いつでもスマートに

走りだせます。乗っている人みんなが実感する、上質で快適な乗り

心地。その先のどこまでも走りたくなります。

ディテールまで洗練。

のびやかな室内に高い質感が漂います。

A1 Sportback - Interior
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Audi A1 Sportback 1.4 TFSI［オプション装着車］   写真のシフトノブは日本仕様と異なります。また、内装の一部が日本仕様と異なる場合があります。  15



A1 Sportback - Interior
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A1
A1 - Exterior

強い存在感を放つデザイン性の高さが、時代に敏感な、研ぎ澄ま

された感性を刺激する。躍動感にあふれた走りのパフォーマンスが、

若々しく挑戦的な気持ちをいっそう駆り立てる。単なる移動の

道具としてのコンパクトカーではなく、所有する歓びに満ち溢れた

プレミアムな一台を。Audi A1。プレミアムの次代がここから走り

始めます。

The Personal
Premium Compact
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A1 - Interior

24



インテリアには、Audiならではのクオリティがすみずみまで息づ

いています。ドライバーを中心に考えられたコックピットは、まるで

航空機を思わせるような躍動的なデザインです。シートやエアコン

吹き出し口カラードスリーブなど、好みのカラーでカスタマイズする

こともできます。さらに、最新のインフォテインメント・テクノロジー

を駆使したMMI（マルチメディアインターフェイス）など、装備も

充実。ワクワクする魅力が凝縮したコックピットに乗り込んだら、さあ、

あとは走りだすだけです。

すみずみまで美しい。

どこまでもAudiクオリティ。

Audi A1 1.4 TFSI［オプション装着車］   写真のシフトノブは日本仕様と異なります。また、内装の一部が日本仕様と異なる場合があります。  25



A1 - Interior
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新世代MMI®（マルチメディアインターフェイス）ベーシックに、より多彩

な情報・通信・エンターテインメント機能を結集したMMI 3G Plus。

ダッシュボードに高解像度を誇る6.5インチの格納式 TFT カラーディ

スプレイを装備。3Dマップ表示のHDD ナビゲーションシステムは、

ステアリングホイールに装着されたマルチファンクションスイッチを操作し、

ボイスコントロール機能により、音声による操作も可能です。加えて、

FM/AMラジオ、CD/DVDプレーヤー、地上デジタルTV（12セグ対応）、

Bluetooth接続によるハンズフリー通話機能も装備。アウディ ミュージック

インターフェイス（AMI）*2を備え、SDカードなどのメディア、MP3等の

音楽データフォーマットに対応。携帯音楽プレーヤーに保存してある音楽を

Bluetooth を介して聴くこともできます。音楽ファイルや動画ファイルを

HDDに記憶させる20GBのミュージックサーバー機能や音楽 CD データ

取り込み機能など、多彩な機能が満載。どの機能も直感的な操作が行える

ユーザーインターフェイスで、思いのままに楽しむことができます。

より多彩にカー･インフォテインメントを満喫できる、MMI 3G Plus 。

エンジンの排気量を小さくして、燃費・環境性能向上と余裕ある

パフォーマンスを両立するダウンサイジングコンセプトを具現化させた

1.4 TFSIエンジンを搭載。ルマン24時間レースで培われたガソリン

直噴システム FSIとターボチャージャーを組み合わせ、キビキビとした

スポーティな走りと低 CO2排出量・低燃費を実現。1500 回転

付近から最大トルク200Nmを発生し、街中などで多用する常用

回転域で豊かなトルクをキープします。また、ドライバーの求める

パワーに合わせた、燃料噴射量や点火時期の最適コントロールや、

過給システムのコンパクト化、摩擦抵抗によるエネルギー損失の低減

など、徹底的に高効率を追求。さらに、信号などで停止した際、

自動的にエンジンを停止させるスタートストップ システム（アイドリング

ストップ機構）、減速時のエネルギーを変換して利用するエネルギー

リカバリーシステムも搭載しています。変速システムにも、省燃費性と

ドライビングプレジャーを兼ね備えた7速 Sトロニックトランスミッション

を採用するなど、環境に配慮しながら、クラスを超えたドライビング

ダイナミクスを堪能できます。

走る楽しさ × 環境性能 × 高効率 =プレミアムの新基準、1.4 TFSI®エンジン。

＊1

Technology

*1 オプション。標準装備の「MMI ベーシック」にはナビゲーション機能、地上デジタル放送機能、ETCシステムは含みません。
*2 お手持ちの携帯音楽プレーヤーに適合するケーブルを別途アクセサリーにてご購入いただくことが必要となります。
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未然に防ぎ、万一に備える。リラックスした走りのための安全性能。

機敏に、上質に、洗練されたフットワーク。

サイドエアバッグ サイドインパクト
プロテクション

リラックスしてドライブを楽しんでいただくために、さまざまなシーンを想定

しセーフティ性能を高めています。ESC（エレクトロニック スタビリゼー

ション コントロール）は、障害物を避けるために急ハンドルを切ったときや、

コーナーにオーバースピードで進入したときなどに、挙動の乱れを判断

すると、エンジン出力やブレーキを制御して、クルマを安定させるシステム

です。さらに、ESCはEDS（エレクトロニック ディファレンシャルロック シス

テム）やABS（アンチロック ブレーキ システム）やASR（トラクションコント

ロール）なども包括して制御し、滑りやすい路面での発進や加速時にタイヤ

の空転を感知した際は、最適トラクションを確保します。また、万一の衝突

に備え、胸部や腰まで保護するフルサイズ型フロントエアバッグ（運転席 / 

助手席）をはじめ、サイドエアバッグ（フロント）、サイドガード（ヘッドエア

バッグ）、側面衝突を考慮した強固なサイドインパクトプロテクションも標準

装備。もちろん、シートベルトフォースリミッター機構付3点式シートベルト、

フロントにはシートベルトプリテンショナー機構も装備しています。

軽快な走りと意のままのハンドリング、そして快適な乗り心地を実現する

ために。フロントにはマクファーソンストラット式サスペンションを採用。

スプリングとダンパーが路面の状況に素早く応え、小気味よい走りを

楽しむことができます。リヤにはトーションビーム式サスペンションを採用。

新開発のガイドベアリングにより、より正確なコーナリングと優れた

走行安定性を実現しました。オプション設定のスポーツパッケージを

選択すれば、スポーツサスペンションのダイナミックな走りが堪能でき

ます。そして、EDS（エレクトロニック ディファレンシャルロック システム）

が組み合わされた ESC（エレクトロニック スタビリゼーション コント

ロール）は、特定のブレーキアクションが起こると、各デバイスと連携

して最適なトラクションを確保。安全性を高めるとともに、ニュートラル

で素直なハンドリングをもたらしました。さらに、100分の数秒でシフト

チェンジを行い、パワーを途切れることなく伝達する7速 Sトロニック

トランスミッションが、ATの快適な操作性とMTのスポーティな楽しさを

両立。スポーツマインドあふれる胸のすく走りを実現しています。

エアバッグ

写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。  29



プレミアムコンパクトをさらに上質に、スポーティに。個性きらめくS-lineパッケージ。

Audi A1 / Audi A1 Sportbackの洗練されたコンパクトボディをより

スポーティに、魅力的に彩るS-lineパッケージ。専用のスポーツサスペ

ンションと5ダブルスポーク デザイン アルミホイール（7.5J×17）

+215/40 R17タイヤとの組み合わせが、ひときわダイナミックな走りを

実現します。S-lineのロゴが施されたホールド性に優れたスポーツシートや、

積極的なドライビングスタイルに応える S-line専用パドルシフト付き

本革巻き3スポーク ステアリングホイール、ブラックヘッドライニング、

S-lineロゴ入りドアシルプレートなど、走りの歓びをいっそう掻き立てるイン

テリア。そして専用のスポーツバンパーが目を惹くエクステリア。デザイン

から走りまでよりスポーティにトータルコーディネートされた、上質感あふれる

S-lineパッケージが、さらなるドライビングプレジャーを求めるオーナーの想い

にお応えします。

S-line Package

30



〈S-line装備内容〉

●5ダブルスポーク デザイン アルミホイール（7.5J×17）

  +215/40 R17タイヤ

●S-line スポーツバンパー

●S-line スポーツサスペンション

●S-line ドアシルプレート

●S-line エンブレム

●エアコン吹き出し口カラードスリーブ（アルミニウム調）

●ブラックヘッドライニング

●S-line ステアリングロゴ パドルシフト付き本革巻き 3スポーク 

  マルチファンクションスポーツステアリングホイール

●S-line スポーツシート（スプリントクロス+レザーシート）

●LEDインテリアライトパッケージ

S-line スポーツシート（スプリントクロス+レザーシート） ドアシルプレートS-line パドルシフト付き本革巻き3スポーク 
マルチファンクションスポーツステアリングホイール

Audi A1 1.4 TFSI S-lineパッケージ/Audi A1 Sportback 1.4 TFSI S-lineパッケージ ［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。  31



Audi Genuine Accessories - A1 competition kit legends

モータースポーツに大きな変革をもたらしたAudi。

歴史に深く刻まれたカラーが、いまAudi A1に甦る。

1980年代前半、Audi quattroはWRC世界ラリー選手権で圧倒的なパフォーマンスをみせました。

さらにアメリカのパイクス・ピーク・ヒルクライムやIMSA GTOシリーズなどで、数々の優勝に輝きます。

歴史に名を残したこれらの「Audi MotorSport」のカラーリングを甦らせたのが、A1コンペティションキット レジェンドです。

Audi quattroが全世界に新次元の感動を与えたように、

レジェンドのカラーリングがAudi A1に新たなエキサイトメントをもたらします。
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●リヤフィルム

●A～Cピラーフィルム

●サイドフィルム

●ホイールアーチフィルム

●フォーリングスフィルム

●“1”フィルム

A1コンペティションキット レジェンド フィルムセット A1コンペティションキット レジェンド インテリア

デコラティブセンターコンソールトリム デコラティブインナードアハンドルトリム＆
デコラティブエアベントトリム セット

ベゴニアレッドナッパレザースポーツステアリングホイール＊デコラティブフロアマット（フロント／リヤ）

ベゴニアレッドナッパレザーシフトノブ ベゴニアレッドナッパレザーブレーキハンドル　　

＊エアバッグは除く。

「Audi MotorSport」のカラーリングを施したエクステリア用フィルムセット。
あなたのAudi A1にチャンピオンスピリットが宿ります。

パネルやフロアマットには「Audi MotorSport」のカラーリングを。
ステアリングホイールなどには、高いフィット感のあるナッパレザーを使用した情熱的なベゴニアレッドを配すことのできるアクセサリーパーツです。

チャンピオンスピリットを感じるカラーコンビネーションが、インテリアをよりスポーティに仕上げます。

写真はAudi A1 1.4 TFSI スポーツパケージ［オプション］及びアウディ純正アクセサリー“コンペティションキット”“A1コンペティションキット レジェンド フィルムセット”“5アーム ポリゴンデザイン アルミホイール”“スポーツテールパイプフィニッシャー”“A1コンペティションキット レジェンド インテリア各アイテム”装着車です。

※写真のコンペティションキット（フロント、サイド、ルーフ各スポイラー）は赤色に塗装を施しています。塗装はフィルムセットに含みません。 ※詳細は専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。  33



Audi Genuine Accessories - A1 / A1 Sportback

ダイナミクスを感じるデザインが、

走る楽しさを加速させる。

Audi A1のスポーティな個性を最大限にまで尖らせる数々のエアロパーツ。

力強く大地をとらえるようなフロントビューから走り去る姿も印象的なリヤビューまで、

エキサイティングな走りを予感させるスタイルに。

ダイナミクスを全身にまとったA1に乗り込めば、より爽快な走りを体感できます。

34



コンペティションキット、５-アームポリゴンデザインアルミホイール装着車

A1 A1 Sportback

リヤフロント

1 2 3

4

5 6 7

7

A1 / A1 Sportback コンペティションキット A1 / A1 Sportback フロアマット

   チェッカーフラッグデザイン フロアマット
スポーティなミサノレッドのチェッカーフラッグ模様。

1

3

   フロントスポイラー
フロントスタイルをより低くワイドに演出します。

   リヤディフューザー
人目を引く魅力的なデザインが、リヤボトムエンドをよりスポーティに演出します。

   ルーフスポイラー
ルーフエンドのスタイリングを強調し、存在感を高めます。

A1 / A1 Sportback アクセサリーアルミホイール

　　5-アームポリゴンデザインアルミホイール
オフブラックのアンスラサイト色。7.5J-18、オフセット＋39.5ｍｍ、PCD100mm。

　　5-アームピンデザインアルミホイール
6J -15、オフセット＋29ｍｍ、PCD 100mm。ウインタータイヤ用。

4

   サイドスポイラー
サイドビューにボリューム感を持たせ、よりダイナミックに演出します。

2

5

6

※写真は欧州仕様車です。詳細は専用のアクセサリーカタログをご覧ください。  35



Audi Genuine Accessories - A1 / A1 Sportback

ミサノレッドパッケージ
エアベント、センターコンソール、ドアハンドル、ルームミラーカバー

アイスシルバーパッケージ
エアベント、センターコンソール、ドアハンドル、ルームミラーカバー

エアベントパッケージ
チタニウムグレー、ワサビグリーン、サテンベージュ、ブラックハイグロス、アルミニウム

アマルフィホワイトパッケージ
エアベント、センターコンソール、ドアハンドル、ルームミラーカバー

A1 / A1 Sportback カラードインテリア

ミサノレッドパッケージ

チタニウムグレー ワサビグリーン サテンベージュ ブラックハイグロス アルミニウム

アイスシルバーパッケージアマルフィホワイトパッケージ

36



A1 / A1 Sportback ルーフアクセサリー

ルーフバー
風切音を極力おさえた、軽量のアルミ製ルーフバーです。

ラゲッジルーフボックス
大切な荷物を収納できる、オールシーズンタイプのルーフ専用ボックスです。

A1 / A1 Sportback レザーパッケージ

ナッパレザースポーツステアリングホイール

ナッパレザースポーツステアリングホイール（パドルシフト付）

ナッパレザーシフトノブ

ナッパレザーブレーキハンドル

 レザーパッケージ（アラバスターホワイトパッケージ）装着車

ラゲッジルーフボックスルーフバー

※写真は欧州仕様車です。詳細は専用のアクセサリーカタログをご覧ください。  37



新次元のダイナミックな走りが堪能できるAudi。そのドライブの愉しさをさらに高めるさまざまな装備を採用しています。
ご案内している装備は、標準およびオプション装備となります。設定については別冊のデータインフォメーションをご覧ください。

クルーズコントロール＊

ステアリングコラムに装備されたレバーで操作が可能

です。アクセルペダルを踏まずに、一定の走行速度を

維持。高速道路および加速や減速の少ない自動車道

などで、快適なロングドライブをサポートします。

＊APS（アウディ パーキングシステム）とのセットオプション

オートエアコンディショナー

設定温度にしたがい、送り出す風量や吹き出し口を自動

制御します。

シートヒーター（フロント）＊

各シート個別に、シートクッションとシートバックの温度を

調整可能。とくに冬、本革シートには欠かせない機能です。

＊レザーパッケージとのセットオプション

DIS（ドライバー インフォメーション システム）

メーターパネル内のディスプレイに、トリップコンピュー

ターやオートチェックシステム等の情報を表示。平均

時速や外気温、各種警告灯などが確認できるほか、

平均燃費、エアコンによる燃料消費量などを表示する

エコドライブアシスト機能を備えています。

本革巻き 3スポーク 

マルチファンクションスポーツステアリングホイール

オーディオや DISの操作が可能なマルチファンクション

スイッチを装備。さらにパドルシフト付きもオプションで

ご用意しています。

BOSEサラウンドサウンドシステム＊

BOSE社開発によるA1専用設計のオーディオシステム

をオプション設定。どの席に座っても臨場感あふれる

クリアでダイナミックなサウンドを堪能できます。さらに、

スピーカーの周りに備え付けられた LEDライトが車内を

淡く照らします。

＊オプション

アウディ ミュージックインターフェイス（AMI）

i Po d ®などの携帯音楽プレーヤーと接続し、M M Iの

コントローラーによるシンプルな操作で音楽をお楽しみ

いただくことができます。

※お手持ちの携帯音楽プレーヤーに適合するケーブルを別途アクセサリー

にてご購入いただくことが必要となります。

※携帯音楽プレーヤーは付属しておりません。

※ iPodはApple Inc.の商標です。

Equipment

分割可倒式リヤシート

後席のリリースロック機構により、2分割で前方に倒すこと

ができます。ラゲッジスペースに入りきらない長い荷物

も積載可能です。

アドバンストキーシステム

リモートコントロールキーをカバンやポケットから取り出さ

なくても施錠･解錠が可能です。そして、エンジンの始動･

停止は、ダッシュボード上のボタンを押すだけで速やかに

行うことができます。

※アドバンストキーシステム（スマートエントリーアンドスタートシステム）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アウディコミュニケー

ションセンターまでお問い合わせください。
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オープンスカイルーフ＊

開口部が大きく開き、キャビンに開放感をもたらします。

風と陽光を受けた爽快なドライビングを演出してくれる

サンルーフです。

＊A1にオプション。A1 Sportbackには設定がありません。A1標準モデルには

LED インテリアライトパッケージも同時に装着されます。（A1スポーツパッケージ

装着モデルには LED インテリアライトパッケージは標準で装着されています。）

10スポーク デザイン アルミホイール
（7J×16インチ）＋215/45 R16タイヤ

A1標準モデル／A1 Sportbackスポーツパッケージ装着

モデルに標準装備。

5スポーク Vデザイン アルミホイール
（7.5J×17インチ）＋215/40 R17タイヤ

A1スポーツパッケージ装着モデルに標準装備。A1 

Sportbackスポーツパッケージ装着モデルにオプション。

7アーム デザイン アルミホイール
（6.5J×15インチ）＋205/55 R15タイヤ

A1 Sportback標準モデルに標準装備。

5ダブルスポーク デザイン アルミホイール
（7.5J×17インチ）＋215/40 R17タイヤ

S-lineパッケージ装着モデルに標準装備。

リヤ LEDコンビネーションライト＊

ブレーキライト/テールライトに LEDを採用。素早く点灯

し、視認性も高いので、ブレーキングなどの挙動を後方

ドライバーにいち早く知らせます。さらに、長寿命や省エネ

ルギーなどのメリットを兼ね備えています。

＊バイキセノンパッケージ（バイキセノンヘッドライト /自動ヘッドライトレンジ

コントロール /ヘッドライトウォッシャー /リヤ LEDコンビネーションライト）として

セットでオプション。

＊スポーツパッケージ装着車には標準装備。

フロントフォグライト

霧や雨などの悪天候下で、自車の位置を他のクルマの

ドライバーに確実に伝え、事故を未然に防ぎます。

バイキセノンヘッドライト＊

高光量を誇るバイキセノンヘッドライト。特徴的な LED

ポジショニングライトも備え、エネルギーの消費を大幅

にカットします。

＊バイキセノンパッケージ（バイキセノンヘッドライト /自動ヘッドライトレンジ

コントロール /ヘッドライトウォッシャー /リヤ LEDコンビネーションライト）として

セットでオプション。

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。  39



Colours

Body Colours  ボディカラー

*1 オプション *2 A1 Sportbackには設定がありません。

アマルフィホワイト

ブリリアントブラック *2

フロレットシルバー メタリック *1 グレイシアホワイト メタリック *1　

スクーバブルー メタリック *1

ミトスブラック メタリック *1ミサノレッド パールエフェクト *1

ティークブラウン メタリック *1

シラーズレッド メタリック *1
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※コントラストルーフ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。※コントラストルーフカラーの詳しい組合せは別冊のデータインフォメーションをご覧ください。

A1 コントラストルーフ（ルーフアーチ部） A1 Sportback コントラストルーフ（ルーフ全体）

アマルフィ
ホワイト

フロレットシルバー
メタリック

ブリリアント
ブラック

デイトナグレー
パールエフェクト

A1 Contrast roof Colours  A1 コントラストルーフカラー（オプション）

ボディカラー

コントラスト
ルーフカラー

ボディカラー

コントラストルーフカラー

アマルフィホワイト
フロレットシルバー

メタリック
ミサノレッド

パールエフェクト
ミトスブラック
メタリック

スクーバブルー
メタリック

シラーズレッド
メタリック

ティークブラウン
メタリック

グレイシアホワイト
メタリック

A1 Sportback Contrast roof Colours  A1 Sportback コントラストルーフカラー（オプション）

ミトスブラック
メタリック

フロレットシルバー
メタリック

スクーバブルー
メタリック

フロレットシルバー
メタリック

シラーズレッド
メタリック

フロレットシルバー
メタリック

ティークブラウン
メタリック

フロレットシルバー
メタリック

フロレットシルバー
メタリック

ブリリアント
ブラック

ミサノレッド
パールエフェクト

ブリリアント
ブラック

グレイシアホワイト
メタリック

デイトナグレー
パールエフェクト

※ボディカラー、コントラストルーフ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



Colours

（YP）

（YV） （QF）

（FK）

（FK）

（YS）

（YS）

（FH）（YM） （YM）

Seat Colours  シートカラー（標準モデル／スタンダードシート）

ブラック／クロス（Zeitgeist） ブラック／本革（ミラノ） *1 チタニウムグレー／本革（ミラノ） *1

Seat Colours  シートカラー（スポーツパッケージ［オプション］／スポーツシート）

ブラック／クロス（Heartbeat） チタニウムグレー／クロス（Heartbeat） ワサビグリーン／クロス（Heartbeat）

ブラック／本革（ミラノ） *2 チタニウムグレー／本革（ミラノ） *2 ガーネットレッド／本革（ミラノ） *2 スプリントクロス＋レザー *3

*1 標準モデルオプション *2 スポーツパッケージオプション  *3 S-lineパッケージ  *4 選択したインテリアカラーによって変更となります。

Air vent sleeves Colours  エアコン吹き出し口カラードスリーブカラー *4

マットブラック ハイグロスブラック ハイグロスチタニウムグレー ハイグロスワサビグリーン ハイグロスガーネットレッド アルミニウム調  *3

42  ※シートカラー、エアコン吹き出し口カラードスリーブ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。



Audiは2013年のルマン24時間耐久レースにおいて、12 度目の優勝を達成。2010年からの4連覇を成し遂げました。

マシンの燃料効率と耐久性が優勝のカギを握るこの大会で、今日まで追求してきた「Efficiency （=効率性）」という考え方が、

正しいコースを歩んでいることをあらためて証明することができました。スポーティなドライビングを極めながら、

効率よく燃費や CO2排出量を低減することは、矛盾しない。そんな数々の大舞台で磨き上げられた先端技術は、

「Efficiency：Standard in every Audi」というスローガンのもと、あなたが乗るAudiのすべてのモデルに息づいています。

たとえば、圧倒的なパワーをもたらしながら、燃費向上と排出ガス低減を実現する直噴エンジン「FSI技術」。

エネルギー消費量を大幅にカットすることに成功した「LED」など。もはや先端技術は、すべてのAudiのスタンダードなのです。

燃料効率は、Audiの標準装備です。

R

1

車体に作用する空気抵抗にいち早く着目し、世界で初めて風洞実験

を行ったAudi。1000時間以上もの実験を経て生まれるエアロ

ダイナミクスボディは優れた走行性能と燃費性能をもたらします。

Aerodynamics1

ブレーキライト/テールライトに、高い耐久性と優れた省エネ効果

を発揮するLEDを採用。応答性が速く、他車からの視認性に

優れており安全性の向上にも寄与します。

LED (リヤコンビネーションライト)2

車速がゼロになるとエンジンが停止、ブレーキペダルをリリースするとセルモーターが

回転しエンジンを再始動させるシステムです。信号などで車が停止した際、自動的に

エンジンを停止させ燃料の消費を抑えます。ストップ&ゴーの多い市街地などでも

効率良く走ることができ、省エネルギーに寄与します。

スタートストップ システム （アイドリングストップ機構）7

Audi独自のダウンサイジングコンセプトから生まれたエンジン。排気量を小さくし

つつ、ガソリン直噴システムにターボチャージャーを組み合わせて燃料を効率的に

燃焼させ高出力と高トルクを発揮。燃費向上と排出ガス低減を実現し走行性能と

環境性能を高いレベルで両立します。

TFSI5

減速時の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回収。バッテリーに蓄えた

この電力を加速時に利用することで、オルタネーターとエンジンの負担を抑制し、

燃料消費を低減します。

エネルギーリカバリーシステム6

Audiデザインのアイコンとして定着した LEDポジショ

ニングライトは、優れた省エネ効果を備え、従来と比べ

エネルギー消費量を大幅にカットします。

LED （LEDポジショニングライト）4
R

2つのクラッチを一体化した独自の構造によって、素早いシフト

チェンジでパワーを途切れることなく伝えます。スムーズで快適な

加速をもたらし、燃費向上とCO2 排出量の低減にも貢献します。

Stronic3

2

5
6

7

4
3

※記載の内容はAudiのテクノロジーに対する総論であり、一部、Audi A1 / A1 Sportbackに該当しない項目が含まれている箇所があります。ご了承ください。

Audi A1 Sportback 1.4 TFSI［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。  43



Quality
Perfection as standard

Audiには、企業全体のすべての行動規範となる一つの思想が存在します。

「品質についていかなる妥協も許さない」。このクオリティ哲学は、Audi全車の

企画・開発・製造のすべての過程で適用されます。例えば、新型車に課せられた

過酷なテスト・マラソン。まず酷暑から厳寒の環境で250万kmを走り切る。

次に、車を「徹底的にいじめ抜く」ためのINKAテストが待っています。これは

ドイツ語の「インゴルシュタット工場の腐食および経時変化テスト」の略で、

わずか19週間で12年間の歳月をシミュレーションします。全気候を再現できる

風洞実験施設の中で300km/hの風と土砂降りの雨にさらされる暴風雨テスト。

また人工気象室では、まず、塩を噴霧し、室温50℃、湿度100%に一気に上昇

させます。そして、1平方メートルあたり1000w出力の人工太陽の強烈な

光を浴びせ、最後は-35℃まで急速冷却。さらに、4基の油圧加振機で激しい

振動が加えられ、ボディのひずみやシャシーへの負荷を厳しく評価します。

実際のロードテストでは、特別仕立てのコースで平均8万kmを走行。玉石、

砂利、塩水、泥によってシャシーとボディは極限状態に。しかしまだ続きます。

"キーキーガタガタ音"チームの異名を持つテストドライバー達は、不快なノイズ

の発生源を突き止めるため、トランク内に潜り込み不整路を数kmにわたり走

行することもあります。アウディ ネッカーズルム工場の品質保証部を指揮する

ペーター・フィッシャーは言います。「彼らはこの仕事に生きがいを感じています。

私達が望んでいるのは、お客様に最上級の品質を体験いただき、お喜びいただ

くことです」。さらに隅々にまで要求される1/10mm単位の工作精度について。

「パネル間の最適化だけでなく、それぞれの曲線が完璧な曲線を描いて

いなければいけません。さらに、曲面から平面に移り変わる部分の仕上がりの

完成度がポイントです」。ディテールへのこだわりはそれにとどまりません。

インテリアは90℃まで加熱されても、変色や劣化は許されず、レザー素材も

45種類の耐久性テストをクリアすることが求められます。また、わずか

0.1mmに満たない塗装膜に実現された、深みのあるボディの光沢は、天然の

帯電防止効果を有するエミューの羽根で仕上げられるという念の入れようです。

Audiが堅持するクオリティ哲学。それは品質管理のトップ、ヴェルナー・

ツィマーマンのこの言葉に尽きます。「品質の真髄とは、あなたが見ること、

聞くこと、感じること、匂いとして嗅ぐことができるものなのです」。
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2010

第78回ルマン24時間

耐久レースにて1位2位3位を独占。

9度目の優勝を達成。

2009

Audi R8 LMSにより、

ニュルブルクリンク

24時間耐久レースに挑戦。

2006

ルマン24時間でAudi R10が

ディーゼルエンジン搭載マシンとして

初優勝を遂げる。

2001

世界で最も過酷なレース

として知られるルマン24時間で

Audi R8が初勝利を収める。

1990

ドイツDTMで

ハンス・ヨアヒム・シュトックが

ドライバーズ・タイトルを獲得する。

1985

アメリカのパイクス・ピーク・

ヒルクライムで女性ドライバーの

ミシェル・ムートンが優勝。

1981

Audi quattroによりWRCに参戦。

第2戦のスウェーデンで

早くも勝利を収める。

1937

アウトウニオン・

ストリームラーナーが、初めて

400km/hの壁を破る。

1937

アウトウニオンは54のレースに

出場し、32の完全優勝と

15の世界記録を達成した。

1934

16気筒エンジンを積むレーシングカー

「アウトウニオン タイプA」で

グランプリに参戦。

1933

エアロダイナミクスの

重要性を意識し、世界で初めて

の風洞実験を実施。

1909

挑戦への強い願望から、ホルヒは

新会社「Audi」を設立。1914年には

ヒルクライムイベントで勝利を手にする。

1899

アウグスト・ホルヒが自らの

名を冠した自動車メーカー

「Horch」を設立。

モータースポーツへの挑戦こそ、Audi進化の原動力。

History

2013

第81回ルマン24時間

耐久レースにて12度目の優勝。

4連覇を達成。
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Audi on Social Media
“技術による先進”を、インターネットで。

> www.facebook.com/audi.jp

> www.twitter.com/AudiJapan

> www.youtube.com/AudiJPKK

> www.gplus.to/AudiJapan

> www.audi.co.jp/poa

AudiのファンやオーナーたちとFacebookで交流しましょう。Twitterでは、Audiの最新

情報をチェック。ゆったりとくつろぎながら、Audi YouTubeチャンネルの動画や

TVCM、プロモーションビデオを愉しむのもいいでしょう。

Audi Personal Online Assistant
お客様オンラインサポート

ご自宅に居ながら、ショールームにいるかのようなサポートをリアルタイムでご利用いた

だけます。ご検討中のAudi車に対する疑問はもちろん、ディーラーやWebサイトに関する

疑問についてお答えし、お客様のクルマ選びをサポートいたします。

Audi パーソナルオンラインアシスタント営業時間 - 11：00～22：30（年中無休）

※サポート対象車種はwebサイトにてご確認ください。

Audi on Social Media / Audi Personal Online Assistant
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Audi Ambassador Club
Audiオーナーになられた瞬間から、より豊かな生活が広がります。安心で快適なカーライフ、オーナーの方々にふさわしい上質な時間をご提供するために、Audiはサービスにも一切の妥協を許しません。

上質を極めたサービスが、あなたのライフシーンに彩りを与えます。さらに贅沢に軽快に。

Audiとともに始まる、洗練のライフスタイル

Audi Service Program 安心を高め、ドライビングの歓びを深めます。

大人が心から楽しめる、贅沢なひと時を。

世界52ヵ国、80,000名以上が参加する

アマチュアゴルフトーナメントです。アウディ 

ジャパンが開催する日本大会を勝ち抜いた

ペアは、世界大会へご招待。

Audi quattro Cup
アウディ クワトロカップ

インストラクターの指導のもとに、運転中に起こりうる様々な

シチュエーションを体験し、その対処法が学べます。アウディ

ならではの先進技術を体感してください。

Audi driving experience アウディ ドライビング エクスペリエンス

前衛的な美術展、上質な音楽

イベント、日常を忘れて楽しむ

ゴルフトーナメント。アウディが

サポートする数多くのイベント

に、オーナーの方々を抽選で

ご招待・ご優待いたします。

Audi event
芸術イベント／スポーツイベント

お問い合わせ - Audi Ambassador Club アウディ コミュニケーションセンター        0120-598106

メンテナンス無料

Audi Freeway Plan アウディ フリーウェイ プラン

Audi Emergency Assistance アウディ エマージェンシー アシスタンス

ドイツ本国の厳しい安全基準と最新技術に基づく、安心のメンテナンスサポートプログラム。

いつもベストコンディションで、最高のドライビングを。Audiならではの信頼にお応えします。

新車登録日から3年間（走行距離5万km以内）にわ

たって、「メーカー指定点検」「指定交換部品の交換」

「指定消耗部品の交換」等をすべて無料にてご提供。

法定点検無料
1年目及び2年目の法定1年点検を無料でご提供。

※3年目以降の車検整備、プログラム規定以外の部品交換、規定時期以外の
点検・整備は除きます。

3 Years Warranty 3年間の長期保証

定期点検整備を実施し、正しい取り扱いを行った車両で、部品の材質や製造技術上に起因する故障が発生した場合、

Audi正規ディーラー指定サービス工場にて、無料で修理いたします。

一般保証
新車登録日から3年間/

走行距離無制限

塗装の保証
新車登録日から3年間

錆穴の保証
新車登録日から12年間

純正部品の保証
部品購入日から2年間

※各保証内容は、ご購入時にお渡しする保証書に準じます。

トラブルは、時間と場所を選びません。24時間365日、
“もしも”の事態に備えて専門オペレーターが待機し、
即座に様々な手配を行います。

電話によるアドバイス 車両の夜間保管サービス
手配、費用負担

路上応急処置サービス
30分以内の無料応急修理

修理完了車両の引取搬送サービス
手配、費用負担

牽引サービス
手配、費用負担

メッセージサービス

牽引後の代替交通、宿泊サービス
手配、費用負担

保険会社への連絡サービス
※諸条件によりサービス適用外になる場合や、費用をお客様にご負担いただく場合
もあります。 ※サービスの手配は、アウディ ジャパン カスタマー サービスのオペレー
ターが行います。なお、路上応急処置サービス、牽引サービス等は、契約業者が行い
ます。 ※適用地域：日本全国（一部離島を除く）

この一枚が、ワンランク上のライフステージへ。

Audi Ambassador Card アウディ アンバサダー カード

Audiオーナーには、それにふさわしいカードを。Audi Ambassador Cardは、クレジットカードとしての機能に
とどまらず、多彩なサービスを備えています。国内、海外を自由に飛び回るあなたをサポートします。

ポイントサービス
Audi Ambassador Cardの基本ポイントサービスは「わく
わくポイント」です。カードショッピング月間ご利用金額に応じ
てポイントを差し上げます。貯まったポイントは商品券や提携
各社のマイル／ポイントなどと交換できます。

ロードサービス
365日24時間、お電話1本でOK。事故、故障等には最短
30分で駆けつけます。
〈無料サービスの内容〉・レッカーサービス ・バッテリー上がり時のジャンピングサー
ビス ・鍵開け ・レッカーでのけん引 15kmまで ・パンク時のスペアタイヤ交換 等

Audi ポイントプログラム
さらに、「わくわくポイント」から「Audiポイント」へポイント交換
ができます。交換した「Audiポイント」はAudi正規ディーラー
でのキャッシュバック（ご利用値引き）にご利用いただけます。

空港ラウンジサービス
空港でゆっくりとお過ごしいただくために、年中無休でご利用い
ただけるラウンジサービスをご用意しています。ご利用にはラウ
ンジ入口にてカードと当日の搭乗券を提示いただくだけです。

Audi ETCカード
ETCマークのある有料道路の料金所をスムーズにキャッシュ
レスで通過できるETCカードを、Audiオリジナルデザインでご
提供します。

Audi Ambassador Cardに関するお問い合わせ先

ゴールド会員専用ダイヤル
0120-54-5353（承り時間 9：30～17:30 1月1日休）

※サービスにより利用条件がございます。

Audi Ambassador Club / Audi Service Program
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新車登録日から3年間（走行距離無制限）の

長期保証が受けられます。

新車登録日から3年間（走行距離5万km以内）に必要な

メンテナンス、法定点検がすべて無料になります。
365日24時間、エマージェンシーアシスタンスが

受けられます。（新車登録日から3年間）
0120-598106  AM 9:00 - PM 7:00

www.audi.co.jp

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

アウディ ジャパン 株式会社


