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Power.
Immediately.

SQ5

Audiのブランドスローガンである「Vorsprung durch 

Technik（技術による先進）」を具現化した、毎日を

アクティブに生きる人に最適なハイパフォーマンス

SUV、Audi SQ5。Audi先進のテクノロジーとスポー

ティな魅力を併せ持ちます。「S」モデルに相応しい

他を圧倒するパワーと洗練されたデザインが見事に

調和したAudi SQ5で、毎日をさらにアグレッシブに。

Audi SQ5が限りない自由と歓びをもたらします。

Audi SQ5 ［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



Nm470
Spontaneous.

SQ5

Audi SQ5に搭載された3.0ℓ V6 TFSIエンジン。エンジン回転数

が低い場合においても470Nmの高トルクを発揮。最高出力は

260kW（354PS）で、0-100㎞ /h加速はわずか 5.4秒＊。Audi

独自のフルタイム 4ＷＤシステム quattroを搭載し、パワフルかつ

ダイナミックなドライビングを叶えます。

N

＊数値はメーカー測定値となります。
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Audi SQ5 ［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



SQ5
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8-speed.

Driving dynamics.

スピード感溢れる俊敏なドライビングを実現する、8速ティプトロニックトラ

ンスミッション。力強く逞しいサスペンションとの組み合わせで、スポーティ

なドライビングスタイルをサポートします。ステアリングホイールのパドル

シフト、またはセレクターレバーによって、シフトチェンジもスムーズに。

ドライバーの好みに合わせた走りが愉しめます。

Audi SQ5 ［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



SQ5

Fascination.

Instantly.

08



Audi SQ5 ［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



SQ5
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ダブルクロームバーがあしらわれたプラチナグレーの

シングルフレームグリル。SQ5のエンブレムがハイエ

ンド「S」モデルであることをさりげなく主張します。

SQ5のエンブレムはホイール越しに見るブラックの

ブレーキキャリパー（フロント）やテールゲートにも

施され、プレミアムな一台であることを物語ります。

アルミ調のドアミラーやバイキセノンヘッドライトに

組み込まれた LEDストリップライト、オーバル形状の

テールパイプがダイナミックな印象をもたらします。

Audi SQ5 ［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。  11



SQ5

Always.

Atmosphere.

SQ5のロゴタイプが施され、サポート性に優れたオプションのレザースポーツシート。

メーターパネルには、グレーの文字盤やホワイトのインジケーター、そしてアルミ調

の指針など、Sモデル特有のプレミアムなデザインが施されています。さらに、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に装着された

パドルシフトや、ペダルもアルミ調に。加えて、スポーティな印象に仕上げたマット

ブラッシュトアルミニウムのデコラティブパネルを標準装備しました。
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Audi SQ5 ［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



Over and over again.

Enthusiasm.

SQ5
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Audi SQ5 ［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



軽量化と高剛性の両立を追求。先進のライトウエイトテクノロジー。

Audi ultra

0.1秒のスピードを競い合うモータースポーツのステージで磨き上げられた、

Audi先進のライトウエイトテクノロジー、Audi ultra（ウルトラ）。可能な

限り軽量化したクルマの開発を目指す、Audi独自の技術です。それは

単なる部品の集合体ではなく、軽さと強さの両立という相反する命題に

応える素材の開発から、構造設計のゼロからの見直し、安全性の向上、

さらには資源の有効活用までを含めた、さまざまな革新的軽量化技術

の総称です。Audi SQ5は、Audi ultraの採用によって、アルミニウム

や高張力鋼板、超高張力鋼板を積極的に採用した軽量ボディを実現。

従来のスチールボディモデルに比べ格段の軽量化を達成しました。

Audi SQ5のエンジンに採用された3.0ℓ TFSIエンジン。直噴システム

FSIにインタークーラー付きのメカニカルスーパーチャージングシステムを

組み合わせ、6気筒エンジンを洗練されたスポーティネスと効率性を兼ね

備えたパワートレインへと進化させます。最高出力 260kW（354PS）と

いう圧倒的パワー。そして、わずか4000rpmの回転数から繰り出される

素早い燃料供給により、クランクシャフトがもたらす最大トルクは驚きの

470Nmです。さらに0-100km/h加速はわずか5.4秒＊となります。また、

スタートストップシステムとエネルギー回生システムが標準装備され、優れた

パフォーマンスに高い効率性も備わっています。

ドライビングダイナミクスをさらに高める、フルタイム４WDシステム。

quattro®

Audi独自のフルタイム4WDシステムquattro。4輪のトラクションを

最大限に発揮し、エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ドライビング

ダイナミクスとセーフティ性能を高めました。さらにAudi SQ5には、先進

の「非対称ダイナミックトルク配分」を採用。可変トルク配分機能を強化

したセルフロッキングセンターディファレンシャルが、前後輪の駆動力を

自在に変化させるシステムです。通常時は基本特性として前後 40：60

の比率でトルクを配分し、コーナリングでの卓越した回頭性とダイナミック

な走行性能を実現。さらに路面状況により、瞬時に最適なトルク配分を

行います。優れたハンドリング性能や安定した高速走行、滑りやすい路面

での信頼感。quattroを操れば、あらゆる道、あらゆる状況で、意のままの

コントロールが実現できます。

優れたスポーツ性能と環境性能を兼備。Audiの TFSI®テクノロジー。

3.0 ℓ TFSI®

Technology

＊数値はメーカー測定値となります。
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SUVのダイナミクスと快適性を両立した、華麗なるフットワーク。

Suspensions

スポーティかつ俊敏な走りが求められる、SUVドライビング。Audi SQ5には

30mmローダウンされたスポーツサスペンションが装備され、パワフルで

ダイナミックな走りをサポートします。さらにインテリジェントな制御機能を

発揮するESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）を標準

装備。ルーフバー上の荷物もセンサーが認識し、高い重心にも柔軟に対応

します。加えて、オフロード走行を認識し、ブレーキ力などの各設定を最適

化するABS（アンチロックブレーキシステム）や、急な下り坂でも走行速度

を自動制御するヒルディセントコントロールを標準装備。ハイパフォーマンス

SUVならではの快適なドライビングが味わえます。

多彩な機能を直感的に操る、最新鋭のカー・インフォテインメント。

MMI® 3G Plus

今やコックピットは、ナビゲーションシステムをはじめ、音楽や TV、DVDと

いった情報をコントロールし、エンターテインメントを思いのままに愉しむ

スペースでもあります。最新鋭のインフォテインメントテクノロジーを投入

したMMI（マルチメディアインターフェイス）3G Plusは、ドライバーが

求める情報を高解像度 7インチVGAモニターで美しく表示。新世代の

HDDナビゲーションシステムは、3Dマップに表示される目的地までの

ルートを選択肢からセレクトできます。建物ごとに色分けされた立体的な

表示により視認性も高まりました。さらに、ボイスコントロール機能による

音声操作にも対応。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、コマンド名を告げるだけでディスプレイにメニューが

表示されます。加えて、アウディミュージックインターフェイス（AMI）が、

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も対応。

携帯音楽プレーヤーに保存してある音楽を、Bluetoothを介して再生

することもできます。HDDによるミュージックサーバー機能など、多彩な

機能を直感的に操作して、思いのままに愉しむことができます。

走りのテイストを思いのままに愉しむ、アウディ ドライブセレクト。

Audi drive select

思いのままに走りの特性を切り替え、より多彩にドライブを愉しむための機能、

アウディ ドライブセレクト。エンジン出力、トランスミッションのシフトポイント、

速度に応じてステアリングレシオを変化させるダイナミックステアリングを

統合的に電子制御。セレクトボタンで「COMFORT」「DYNAMIC」「AUTO」

「EFFICIENCY」という多彩なモードから、好みのドライビングスタイルを

選択できます。さらに「INDIVIDUAL」モードを選択すると、エンジン/トラン

スミッション、サーボトロニック/ダイナミックステアリングを、ドライバーの好

みに合わせてMMIマルチメディアインターフェイスで個別に設定すること

が可能です。スポーツカーの躍動感からプレミアムモデルの快適さ、環境に

配慮した走りまで、1台ですべてを手にできる画期的なテクノロジーです。

写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。  17



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。

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。

サーボトロニック（速度感応式電動パワーステアリング）

低速時には軽い力でステアリングを操作できるようにアシスト

量を大きく、高速時には安定したコントロールが得られるように

アシスト量を小さく調整。車速に合わせてアシスト量を最適に

することで、リニアでストレスのないハンドリング特性をもた

らします。

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。アクセルを

踏まなくても、一定の速度を維持。高速道路などで快適

なロングドライブをサポートします。

MMI 3G Plus（マルチメディアインターフェイス）

新世代のHDDナビゲーションシステムを採用。ラジオ

/CD/DVDプレーヤー /地上デジタルTV（12セグ対応）/

ハンズフリー機能 /アウディミュージックインターフェイス

（AMI）など、多彩なインフォテインメントを自在にコント

ロールできます。Bluetoothオーディオ機能や動画ファイル

の再生、CD取り込み機能なども搭載しています。

アウディ アクティブ  レーンアシスト＊

高速走行時、方向指示器を操作していない時に作動します。

センサーによって走行区分線を認識し、車両が走行区分線を

越えないようにステアリングを自動修正します。

※センサーによる車線の識別は、天候や周囲の照明、及び車線の品質に依存します。

＊オプション

アダプティブクルーズコントロール＊

車両前部のレーダーセンサーが前走車との距離を感知し、

アクセルとブレーキを電子制御するインテリジェントシステム

です。コントロールレバーであらかじめ設定した車間距離より

短くなると、エンジンの回転数を下げるとともにブレーキを

かけ、一定の車間距離を確保。一方、車間距離が長くなると、

再び自動的に設定速度まで加速し始めます。

＊オプション

アウディ サイドアシスト＊

時速30kmから作動し、レーダーセンサーを使って検出した

左右・後方の接近車両をモニターします。車線変更が危険と

システムが判断した場合、ドアミラーのライトによりドライバー

に注意を促します。

＊オプション

Equipment

フルオートエアコンディショナー（3ゾーン独立温度設定）

室内温度、太陽光線の強さと角度を感知し、送り出される

風量などを自動制御。塵や花粉を除去するフレッシュエア

フィルターも装備。空気の汚れがひどい場合には、外気を

遮断するオートリサーキュレーションにより、自動的に内気

循環に切り替わります。また、運転席と助手席の温度を個別

に調節が可能です。

マルチファンクション&パドルシフト付本革巻き 3スポーク 

スポーツステアリングホイール（SQ5専用）

SQ5のロゴタイプが施された特別仕様の本革巻き3スポーク

スポーツステアリングホイール。オーディオやDISの操作に

対応するマルチファンクションスイッチと手元で変速が可能

なパドルシフトを装着しています。

スタートストップ  システム

信号待ちや交通渋滞などで車が停止すると、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）を採用。車速がゼロになるとエンジンが停止して、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。ストップ&ゴーの多い都市部などでも、より

効率的に走りを楽しむことができます。
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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身につけていれば、センターコン

ソール上のボタンを押すだけで速やかにエンジンをスタート

させることができます。また、ドアの施錠・解錠も快適に

行なうことができます。

※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。

Bang & Olufsen サウンドシステム（14スピーカー）＊

デンマークが世界に誇る伝統と革新の織り成す技で、音響を

チューニング。インテリアの形状や素材による音響効果から、

エンジン音や風切音等のノイズまでを計算した設計です。

計14個のスピーカーから迫る、505ワット/5.1チャンネルの

豊かなサウンドは、どの座席でもクリアな音質が堪能できます。

＊オプション

5ツインスポーク スターデザイン アルミホイール
チタンルック（8.5Jx21）＋255/40 R21タイヤ＊

＊オプション

2ステージエアバッグ（運転席／助手席）
サイドエアバッグ（フロント／リヤ）
サイドガード（フロント／リヤヘッドエアバッグ）

運転席/助手席用エアバッグは衝撃の大きさに応じて、2段階

に分けて膨張を調整。一定の保護水準を保ちつつ、乗員に

かかる圧迫を軽減します。また、前席/後席用サイドエアバッグ

とサイドガードは、側面衝突の瞬間にAピラーからフロント

およびリヤのサイドウインドー全体をカバー。フロントシート

およびリヤシートの乗員に対する衝撃を緩和します。

アウディ パーキングシステム（リヤビューカメラ付）/サイドビューカメラ

テールゲートハンドルに装備した高感度リヤビューカメラにより、

車両後方をMMIディスプレイに表示します。またフロントとリヤ

のバンパーに備えた超音波センサーが障害物との距離を測定。

アラーム音とモニター上のイラストによって距離を段階的に知ら

せます。そして、助手席側のサイドミラーの下部には、助手席前方

の死角を確認できるサイドビューカメラを装備。巻き込み事故を

未然に察知するとともに、脱輪防止にも効果を発揮します。
※バック時には、必ず目視による後方確認を行ってください。

バイキセノンヘッドライト/LEDポジショニングライト

ロービームとハイビームを併用するバイキセノンヘッドライト。

ガス放電技術の応用で、悪天候などで視界が悪いときでも、

より遠く広い範囲を照らし出し、視認性を大幅に向上させます。

LEDポジショニングライトは従来の白熱電球と比べて高い

耐久性と優れた省エネ効果を発揮し、エネルギー消費量を

大幅にカットします。

電動パノラマガラスサンルーフ（ダークガラス）＊

標準的なサンルーフに比べ、さらに大きな開口部を持つ

パノラマサンルーフ。2枚のガラスにより構成され、乗る人

すべてが光と風に満ちた心地よい空間を味わうことがで

きます。また、ガラスサンルーフの前半部分は電動で開閉・

チルトアップが可能。洗練された室内空間はそのままに、

開放感を味わうことができます。

＊オプション

EPB（エレクトロメカニカルパーキングブレーキ）/
アウディ ホールドアシスト

エマージェンシーブレーキング機能と再発進アシスト機能を

兼備した、電子制御パーキングブレーキです。発進時には、

パーキングブレーキを自動的に解除。坂道においても後ろに

下がることなく、スムーズな発進をサポートします。

5パラレルスポークデザイン アルミホイール（8.5Jx20）
＋255/45 R20タイヤ

ESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）

さまざまな安全機能と連携し、操縦安定性を統合的に電子

制御。複数のセンサーが車両の挙動を常にモニターし、

スリップ等の危険性を察知した瞬間、トルク等を自動的に

調整してクルマを正常な走行軌道に維持します。さらに、

クワトロと融合することで4輪すべての制御を実現し、かつ

てない安定感ある走りをもたらします。

ESCありESC無し

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。  19



Colours

Body Colours ボディカラー

アイビスホワイト グレイシアホワイト メタリック *1 アイスシルバー メタリック *1

*1  オプション

（T9） （2Y） （P5）

エストリルブルー クリスタルエフェクト *1

ファントムブラック パールエフェクト *1 （L8）

（K0） パンサーブラック クリスタルエフェクト *1 （H8）

ボルケーノレッド メタリック *1 ムーンライトブルー  メタリック *1

ラバグレー パールエフェクト *1

（1G） （W1）

（1R）
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Interiors シートカラー／生地

*1  オプション

Decorative Inlays デコラティブパネル

マットブラッシュトアルミニウム （5TG）

ブラック/ブラック（アルカンタラ/レザーコンビネーション） （ZM） ルナシルバー/ブラック（アルカンタラ/レザーコンビネーション） （SU） ブラック/ブラック（ファインナッパ） *1 （XG）

ルナシルバー/ブラック（ファインナッパ） *1 （XO） チェスナットブラウン/ブラック（ファインナッパ） *1 （SV） マグマレッド/ブラック（ファインナッパ） *1 （FA）

※ボディカラー、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。   21



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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14.1.131001.000●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2013年10月現在のものです。

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
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）


