
A7 Sportback



  Design 
04 09

  Light 
10 15

  Interior 
16 21

  The Audi A7 Sportback Luxury 
22 27

  Equipment highlight 
28 39

  Drive Assistance & Safety 
40 47

  Model Lineup 
48 53

  Equipment 
54 63

  Audi Genuine Accessories 
64 65

N o t h i n g  i s 

m o r e  e x c i t i n g 

t h a n  t h e  v i e w 

a h e a d .

A n t i c i p a t e .

T h e 

A u d i  A 7  S p o r t b a c k .  

0302

Audi A7 Sportback



Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。
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Audiのデザイン言語をまとって路上にいま姿を現したAudi A7 Sportback。スポーティネスとエレガンスはそのままに、

先進のテクノロジー、パフォーマンスを秘め研ぎ澄まされた新しいフォルム。その独自の存在感を感銘深く際立たせるの

が美しく張り出したホイールアーチといった代々語り継がれる象徴的なデザイン。常に自らの哲学に忠実であり続ける

ことこそが、革新を切り拓く道なのです。

N o t h i n g  l a s t s 

a s  l o n g  a s 

a  f i r s t 

i m p r e s s i o n .

P r o g r e s s i v e 

des ign

l a n g u a g e 

n e e d s  n o 

t r a n s l a t i o n .

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

さらなるダイナミズムと美しいフォルムをまとったAudi A7 Sportback。より磨かれたシャープなエッジとアス

リートらしく引き締まったラインから伸びやかに広がる大きな面が織り成すスタイリング。そのフォルムからも

表現される先進性は見る者を魅了します。鋭く研ぎ澄まされたヘッドライト、長く伸びたボンネット、大胆な縁取り

がなされたエアインレット、低く幅広いシングルフレームグリルが演出する迫力あるフロントマスク。そしてボディ

は長いホイールベース、短いオーバーハングで構成され、後方に行くに従ってシャープに下降するダイナミック

なルーフラインは、まるでクーペのように流麗な比類なきシルエットを描き、彫りの深いリヤと風格に満ちた

テールエンドの造形へ。Audi A7 Sportbackは、純粋にAudiのデザイン言語を体現しています。
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Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

ヘッドライトとリヤライトはともにAudi A7 Sportbackの革新性を体現しています。そのアグレッシブなデザイン

は、イグニッションをONにした瞬間に生命を吹き込まれます。12個のセグメントが印象的なデイタイム

ランニングライト。より繊細に正確なライトパターンを生み出すHDマトリクスLEDヘッドライト*¹。左右を一直線

に結んでデザインされたリヤライトは、Audi A7 Sportbackのキャラクターを光の動きのデザインとして表現。

アウディレーザーライト*²が先進性を極めたライティングテクノロジーとして、はるか遠くまで見通す力を

Audi A7 Sportbackに与えます。

＊1 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージ、Luxuryパッケージ、HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージ
      としてオプション。
＊2 HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージとしてオプション。

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。 11 0910



ライティングテクノロジーの進歩の結晶、マトリクスLEDヘッドライト。より精細で複雑、高解像度なライティングが可能

なHDマトリクスLEDヘッドライト*¹に進化を遂げました。LEDヘッドライトのハイビーム構成は横2列となり的確な

ライティングを実現。カメラが対向車や先行車を検知し、その部分だけ配光を自動制御によりカット。周囲に迷惑を

かけることなくハイビームを常時利用でき、クリアな視界を確保します。またアウディレーザーライト*²は、約70km/hから

ハイビームを補完。照射距離がおよそ2倍に伸びることでドライバーに格段の安全性と利便性をもたらします。リヤ

では、左右のライトをつないで一体化したLEDが、視認性が高く明瞭な光を後続の車両にもたらします。さらにカミング

ホーム／リービングホーム機能が未来的な印象を与える光のアニメーションを描きます。

＊1 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
      Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージ、Luxuryパッケージ、HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージとしてオプション。
＊2 HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージとしてオプション。
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Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。1312

Audi A7 Sportback



Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。14 151514
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Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

新時代の運転環境へ向けて、革新を遂げたコックピットへようこそ。水平基調のデザインを採用したAudi A7 Sportbackの

インテリアは、スポーティネスとハイクオリティという2つの本質が高次元に融合するスペースです。一つひとつの素材の吟味、

精緻な仕立て、ディテールの全てがクラフトマンシップとともに美意識に貫かれています。センターコンソールを運転席側に

向けたドライバーオリエンテッドなコックピットはスポーティさを演出。Audi A7 Sportbackに新たに搭載されたバーチャルコック

ピットプラスは目前の12.3インチの高解像度ディスプレイにナビゲーション、アシスタンスの作動状況、オーディオ、車両情報

などを表示。マルチカラーアンビエントライティング*は好みに合わせて光の色彩を調整できます。
＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにオプション。
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Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。1918
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デジタル時代にふさわしいユーザーインターフェイス、それがMMIタッチレスポンスです。ボタンやスイッチを減らし、

スクリーンにナビゲーション、車両のセッティング、インフォテインメントを集約。美しくクリーンな10.1インチのアッパー

スクリーン、8.6インチのローワースクリーンはイグニッションをOFFにすると、漆黒のフラットなパネルとなり、周囲の

インテリアに溶け込みます。

G et t i n g

 f e e d b a c k

c a n  b e

a  st e p

f o r w a r d .
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Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxury  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

T h e  A u d i  A 7 

S p o r t b a c k 

L u x u r y

HDマトリクスLEDヘッドライトの精緻な眼差し、そしてLEDリヤダイナミックインディケーターの描く流れる

ような光の動きが上質さと先進性を強調。そして5スポークVデザインホイールの気品あふれる造形が

エレガンスを際立たせるAudi A7 Sportback Luxury。革新のフォルムに添えられたアクセントが、乗り手の

美意識と響き合います。
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Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxury  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。24 25
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ドアを開ければ、そこには革新性とともに心地よさが満ちる空間が拡がっています。上質なバルコナレザーのコンフォートシート

は身体を優しく包み込み、エクステンディッドレザーで設えたドアアームレストやセンターコンソールは、触れるたび、滑らかな

感触を伝えます。マルチカラーアンビエントライティングは車内を多彩な光で室内を美しく照らし、優美な造形のインストル

メントパネルに、ファイングレインアッシュナチュラルグレーブラウンのデコラティブパネルが温かみのある質感をプラス。

前方に加えて後方、左右を見守るドライバーアシスタンスシステムは、安心感に包まれた快適なドライビングを叶えます。

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxury  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。26 27
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※GoogleおよびGoogleロゴは、Google LLCの商標です。※詳しくはAudi正規ディーラーまでお問い合わせください。

＊1 ナビゲーションの目的地検索から表示できます。 ＊2 事前にmyAudiへの登録が必要となります。 

＊ 事前にmyAudiへの登録が必要となります。 

Audi connect Navigator
24時間365日、専任オペレーターを介しての施設検索や
予約手配を承ります。またガソリンスタンドや駐車場などの

位置情報検索や、レストランやホテルの予約手配の代行

サービスがご利用いただけます。専任オペレーターによる施設

検索などの情報はMMIの画面に転送・表示され、そのまま
目的地として設定することができます。
※予約手配を保証するものではありません。 

Wi-Fiスポット
モバイル機器をインターネットに接続します。

コミュニケーション

インフォテインメント

天気

入力した地点の天気予報を確認する

ことができます。

オンラインニュース

最新の出来事についてテキストで表示。

一部映像でも表示されます。

車両ステータスレポート

スマートフォンから車両の走行距離、ドアの施錠、窓の開閉

状況、ガソリン残量などを確認できます。

リモートロック・アンロック

スマートフォンのmyAudiアプリを使ってクルマの施錠・解錠
が行えます。

カーファインダー

スマートフォンのmyAudiアプリの地図上に、駐車した車両の
位置を表示し、どこに駐車したかを確認できます。

myCarManager「マイカーマネージャー」*セーフティ & サービス

Audi SOSコール
万一の事故の際に、車両から手動または状況により自動的に

緊急のSOSコールを発信。事故現場の正確な位置データおよび
車両状態のデータがAudiSOSコールセンターに送信され、
コールセンターアドバイザーが迅速・的確にサポートします。

Audiオンラインロードサイドアシスタンス
万一の故障や事故の場合には、車両から手動でルーフモジュール

内のサービスコールボタンを使ってオンラインロードサイドアシス

タンスコールセンターと通話しつつ、正確な車両位置および

車両状態のデータを送信できます。送られたデータをもとに

問題点の特定が可能で、状況に合わせてレッカーサービスなど

お客様のニーズに合う最適な対応方法をアドバイスします。

＊ 事前にmyAudiへの登録が必要となります。 

Audiメンテナンスリクエスト*
車両のDISにサービス インターバル ディスプレイが表示され
る約14日前に診断データをAudiディーラーへ送信。そのデータ
を元に、お客様へサービス入庫予約のご連絡をいたします。

モビリティ & ナビゲーション

駐車場情報*¹
駐車場（立体駐車場を含む）を探すお手伝いをします。駐車

料金のほか、可能な場合は駐車スペースの空き情報なども

提供します。

※ 価格データは実際のものと異なる場合があるため、必ず店頭価格を
ご確認ください。

※ 満空情報はデータをダウンロードした時点でのものであり、到着し
た時点での状態を保証するものではありません。

※ ご案内した駐車場において、車両サイズに制限があり、駐車できない 
場合もございます。

オンライン施設検索

Point of Interest検索（POI）を使用し、指定した地域のグルメ
やショッピング、レジャーなどさまざまなジャンルのスポット情報

を検索し、目的地に設定できます。

オンライン交通情報

それぞれの道路の交通情報をカラー表示することで、動的経路

誘導をサポート。例えば国道や地方道路など、広い範囲での

道路網をカバーしながら、渋滞の発生と解消について、より迅速

で正確な情報をお届けします。

Google Earth™のマッピングサービス
高解像度の航空画像、衛星画像などを見ることができます。

カレンダー（予定表）*²
myAudiアプリのカレンダーサービスにより、スマートフォ
ンがWi-Fiでクルマに接続されていれば、お使いのスマー
トフォンのカレンダーにいつでも便利にアクセスして、スケ

ジュールをMMIで手軽に見ることができます。カレンダー
に目的地の住所や地点名称が設定されていれば、そのまま

ナビゲーションすることも可能です。

my Audi / Google Maps™から目的地登録*²
お使いのPCやスマートフォンから手軽にナビの目的地の設定
をすることができます。myAudiとGoogle Maps™、または
myAudiアプリを使ってナビの目的地をクルマに送信します。

myAudi

ご自身のアカウントをお作りいただくことでmyAudiの利用が可能です。初回登録後はAudi connectがサポートする様々なサービスをお選び
いただくことで、ご自宅に居ながらサービスの管理設定を行うことが可能です。また、走行中もスマートフォン（Android4.3以上、もしくは
iOS9以上）にダウンロードしたmyAudiアプリから、これらのサービスをご利用いただくことが可能です。セキュリティはパスワードによって厳重に
守られています。

myAudi（URL:www.audi.com/myaudi）

Audi connect

※ 写真は欧州仕様です。

スマートフォンインターフェイス

普段あなたが愛用されているスマートフォンとクルマがダイレクトに接続。USBケーブルを介してお手

持ちのスマートフォンのコンテンツ（ナビゲーション、電話機能、音楽、特定のアプリなど）をタッチディス

プレイに表示しスマートフォンに触れずに操作できます。

※ 表示されるコンテンツ、アプリについてはApple Inc.またはGoogle LLCに指定されたもののみ表示可能となります。
※ Apple、CarPlayおよびその他のマークはApple Inc.の商標です。
※ Google、Android Autoおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
※ 対応OSバージョンはiOS 7.1.2以上（iPhone5以上）、Andoroid 5.0以上になります。

Audi connect

Audi connectと連携したmyAudiや各種サービスが、あなたのAudiと世界をネットワークでリアルタイム

につなぎます。たとえば、お望みの目的地を素早く検索したり、最新ニュースや天気予報のチェックが可能。

さらに、Wi-Fiホットスポットとしても機能するので、ノートパソコンやタブレットなどのモバイル機器を

接続していただけます。簡単で便利で直感的。それがAudi connectです。また24時間365日、専任

オペレーターを介しての施設検索やホテル、レストランの予約手配が可能なAudi connect Navigator

を利用できます。

MMIタッチレスポンス付き MMIナビゲーション

Audi A7 Sportbackに採用された、デジタル時代にふさわしい新しいユーザーインターフェイスである

MMIタッチレスポンス。ボタンやスイッチに代わり、フラットな高解像度モニターで車両のセッティングや

インフォテインメントを直感的に操作することが可能に。グラフィックや振動、音によって、視覚、触覚、

聴覚に明確な反応を感じ取れます。インフォテインメント用の高解像度10.1インチアッパースクリーンと、

空調操作や手書き文字入力用の8.6インチ高解像度ローワースクリーンの2つのタッチディスプレイを

搭載したナビゲーションシステムは、画面に触れることでナビゲーションマップの縮尺の変更も可能。また

ドラッグ操作により、ホーム画面のアイコンを自分の好みに並び替えることができます。

E q u i p m e nt  h i g h l i g ht
ガソリンスタンド情報*¹
目的地もしくは周辺にあるガソリンスタンドを検索します。

※  価格データは実際のものと異なる場合があるため、必ず店頭価格を
ご確認ください。

2928
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されたラウドスピーカー、中音域用スピーカー、そしてフラウンホーファー技術によ

るSymphoriaによって空間的な3次元感覚を再現。あらゆる音源で再生可能な

3Dサウンドは、まるでコンサートホールにいるかのような感動をもたらします。

Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（16スピーカー）*マルチカラーアンビエントライティング*

バーチャルコックピットプラス

メーターパネル内の高解像度12.3インチカラー液晶フルデジタルディスプレイに、スピードメーター、

タコメーター、アシスタンスの稼働状況、ラジオ/メディア情報などをフレキシブルに表示。また

MMIナビゲーションとは異なる地図の縮尺、設定で表示が可能です。運転中に必要な情報を目前

に集約することで、視線の移動を抑えドライビングに集中することができます。ステアリングホイール

のボタンから操作ができ、手を離す必要はありません。

お好みの色を30色のカラーチャートの中から選び、車内を自分好みに彩るこ

とができます。アウディドライブセレクトのそれぞれのモードに合わせたカラーを

設定しています。

＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにオプション。

写真はイメージです。 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

美しい音響とデザインで世界的人気を誇るプレミアムオーディオ。卓越した音響

成分の解析と再現力でハイクオリティな3Dサラウンドサウンドを実現しています。

3Dサウンドラウドスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーを含む16個の

ラウドスピーカー、トータル出力705ワット15チャンネルアンプ、フロントシート用

の3Dサウンド機能から立体的で迫力ある3Dサウンドを再生。Aピラーに追加

＊ オプション

3130 31
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Fo r w a r d s 

i s  t h e  o n ly 

 d i r e c t i o n

 t h a t  c o u nt s .

ラグジュアリーサルーンの佇まいとスポーツカーの実力。Audi A7 Sportbackに秘められた性能をぜひ体感

してください。エンジンには新たに2.0ℓがラインアップとして加わり、2.0ℓと3.0ℓの2種類のTFSIエンジン

の選択が可能に。ツインスクロールターボを採用し、2.0ℓエンジンでは高効率性を重視しながらも最高出力

180kW（245PS）、最大トルク370Nmを実現。さらに3.0ℓエンジンでは最高出力250kW（340PS）、

最大トルク500Nmという圧倒的な動力性能を発揮。そして革新的なマイルドハイブリッド（MHEV）ドライブ

システムとの組み合わせが、さらなる高効率をもたらします。AWDクラッチを採用した新開発の4WD

システムquattroはエンジンとマイルドハイブリッドのパワーを余すところなく引き出し路面に伝え、さらに7速

Sトロニックトランスミッションが推進力の途切れを感じることなく瞬速のシフトチェンジを可能にします。今まで

にない走りのパフォーマンスはこれらの革新的な機能の組み合わせにより誕生しました。

TFSI®エンジン

TFSIは、シリンダーへガソリンを直接噴射することで燃焼効率を高めた直噴システム（FSI）とシリンダー

内に大量の空気を送り込むターボチャージャーを組み合わせたテクノロジー。排気量を大きくすること

なく、燃費効率性の向上と動力性能を確保するダウンサイジングコンセプトにより、エンジンサイズと

重量を抑えながらも優れた効率性と卓越したパフォーマンスを両立。走り出しから驚くほどパワフルで

ダイナミックなパフォーマンスを発揮します。

7速Sトロニック

軽量構造と効率性向上を実現する7速ギアを備えたデュアルクラッチトランスミッション。2枚のクラッチ

を採用し常にどちらかのクラッチがスタンバイすることにより、途切れることのない瞬速のギアチェンジが

可能。デュアルマスフライホイールにより、トランスミッションは低速度域においても効率的で快適な

ドライビング体験を約束します。

quattro® 

新世代の4WDシステムはインテリジェントなquattroの制御により、絶えず走行条件をモニター

しつつ、状況に合わせて最適な駆動トルクを前後アクスルに配分します。走行状況が4輪駆動を必要と

しない場合は、リヤアクスルのドライブトレーン全体を切り離しプロペラシャフトの回転を止め、前輪

のみに駆動を伝えることができ、高効率を実現。パラメーターが数々の走行状況をモニター。常に0.5秒

先の路面状況を集約。4WD走行が必要と判断したときには、約0.2秒で瞬時に4WDによる走行に戻ります。

ESCに統合されたホイールセレクティブトルクコントロールが、高速でコーナーにさしかかると内側ホイール

に徐々にブレーキをかけ、外側ホイールにかかる駆動トルクを上げます。よってコーナリング時のダイナ

ミクスが向上し、より正確なハンドリングが得られます。

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。32 33
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35

マイルドハイブリッド（MHEV）ドライブシステムは、ハイブリッド機能を従来のエンジンに

組み合わせることで高効率的で快適なドライビングを可能にしました。ベルト駆動式オルタ

ネータースターター（BAS）と追加されたリチウムイオンバッテリーが、ブレーキング時には

最大12kWという高いエネルギー回生を可能にしています。走行中にシステムに必要な

動力を蓄電された電力が補うことで55～160km/hの間でコースティング（惰性走行）中は

エンジンを止めて走行することもでき、燃料消費/CO₂排出量低減を実現します。BASと

燃焼エンジンをつなぐことで、さらに快適で振動の少ないエンジンスタートを実現。また

スタート/ストップ機能は22km/h以下で利用でき高効率を実現しています。2.0ℓTFSI

エンジンには12V、3.0ℓTFSIエンジンには48Vのマイルドハイブリッド（MHEV）を搭載。

12Vを搭載した2.0ℓTFSIエンジンはトルクアシスト率が高いため効率が良く、同時に

リチウムイオンのセカンドバッテリーも装備。48V搭載の3.0ℓTFSIエンジンは、高電圧化に

よって一層の効率化を図ることで、よりスポーティで快適な走行を実現します。

マイルドハイブリッド（MHEV）

S h o r t  b r e a k s 

r e s u l t

i n  n e w 

d r i v e .

写真はイメージです。34 35
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ダンピングコントロールサスペンション*

ステアリング角、アクセル開度、ブレーキシステム等の様々なドライビング状況や路面条件に対して4つの

それぞれのダンパーを、電子制御で連続かつ可変的に減衰力をコントロールします。ドライバーの

好みや走行シーンに合わせて、ダイナミックまたはコンフォート重視のダンピング設定も可能です。

設定はアウディドライブセレクトから選択できます。

＊ ドライビングパッケージとしてセットオプション。

アウディドライブセレクト

走りの特性をシーンや走行状況、好みに合わせて選択することができます。オート、コンフォート、ダイナ

ミック、エフィシェンシーの各モードから、パワーステアリングのアシスト量、エンジン、ギアチェンジ特性、

ダンパーコントロールの設定を変更できます。

ダイナミックオールホイールステアリング*

ダイナミックオールホイールステアリング*は速度に応じてステアリングのギアレシオが可変制御される

ダイナミックステアリングに4輪操舵のオールホイールステアリングを組み合わせることで生まれた

ハンドリング性能をさらに高める先進テクノロジーです。走行状況に応じてアシスト量、舵角量をコント

ロールでき、ワインディングロードや高速走行ではリヤホイールがフロントと同じ方向へ動くことで、卓越

した走行安定性とドライビングダイナミクスが向上。車線変更もスムーズに行えます。低速走行時には

リヤホイールをフロントとは反対方向に曲げることでクルマの最小回転半径が約5.2mに。車両に高い

俊敏性と操作性をもたらし、取り回しが楽に行えます。

＊ ドライビングパッケージとしてセットオプション。

3736 写真はイメージです。
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目にも鮮やかなアクセントによって視認性を高め、クルマが曲がる方向へと光の

パルスを生み出します。カミングホーム/リービングホーム機能では、乗車／降車

の際にデイタイムランニングライトによる印象的な光の動きを愉しめます。

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

LEDリヤダイナミックターンインディケーター*

左右のリヤライトをつないで一体化したLEDが、視認性が高く明瞭な光を後続の車両

にもたらします。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れるような動きで非常に視認性の

高いダイナミックターンインディケーターを搭載。カミングホーム/リービングホーム機能

では、Audi A7 Sportbackのキャラクターに合わせてデザインされた光のアニメーション

を描きます。

＊ Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージ、Luxuryパッケージ、HDマトリクスLEDヘッドライト アウディ
   レーザーライトパッケージとしてオプション。

HDマトリクスLEDヘッドライト*

 ※約60km/h以上で作動します。
＊ Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージ、Luxuryパッケージ、HDマトリクスLEDヘッドライト 
   アウディレーザーライトパッケージとしてオプション。

アウディレーザーライト*

車速約70km/hからLEDハイビームを補完し、照射距離をおよそ2倍に拡大する

ことでドライバーに格段の安全性と利便性を高めます。

＊  HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージとしてオプション。

新しく搭載されたHDマトリクスLEDヘッドライトは、ハイビームのユニットを従来の

横1列のLED配置から横2列とすることで、高精細、高解像度な照射が行えるよ

うに進化。システムの制限内で刻々と変わる走行状況に適応しカメラが対向車

や先行車を検知すると、LEDのオン/オフを個別に切り替えハイビームをカットする

ことにより、周囲に迷惑をかけることなく常時ハイビームを利用可能。安全性と

利便性に大きく寄与します。そして、ダイナミックに光が動くインディケーターは、

38 39
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Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

状況を予測すること。それは安全で快適な運転のための最も重要な能力の一つです。Audi A7 Sportbackには、

最新世代のドライバーアシスタンスシステムが装備されています。走行中の車線をキープしてくれるアクティブレーン

アシストや、高速道路などで車間距離や設定された速度を維持してくれるアダプティブクルーズコントロール、

それらを組み合わせたトラフィックジャムアシストがドライビングをサポートします。

Delegat ing

leaves  more

time for  what ’s 

really  important.

※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサポートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。
※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。各機能の詳細はP58-61をご参照ください。※写真はイメージです。40 41
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Drive Assist 
高速道路での渋滞、街中の右折、車線変更時の死角も。

様々な場面でサポートするドライバーズアシスタント機能を搭載。

※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサボートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。
また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。

※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。
お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。※各機能の詳細はP58-61をご参照ください。※写真はイメージです。Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

エグジットワーニング

システムがレーダーセンサーを用いて後方に迫る車両を監視。クルマの停車時にドアを開ける時、後方から近づく車両

と衝突する危険がある場合、乗員に注意喚起を行います。ドアのハンドルが引かれた場合、ドアのストリップライトと

エクステリアミラーのLED表示が点灯し警告。さらにドアを開こうとした場合には、ドアが開くのを少し遅らせます。

アウディサイドアシスト*²
車線変更の際、あなたを追い抜こうとする車両が死角にいる場合などに、システムが車線変更の危険を予測し、

システムがドライバーに警告します。また交差点の右左折時に前進中の自転車やバイクの巻き込みを警告。システム

が危険と判断する状況では、エクステリアミラーに内蔵されたLEDを点灯しドライバーに警告、さらに車線変更しようと

するとLEDが点滅して警告します。
※約15km/h以上での走行で作動し、10km/h以下で機能を停止します。
＊2  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
      Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージもしくはLuxuryパッケージ、またはスポーツパッケージもしくはアシスタンスパッケージとしてセット
     オプション。

ターンアシスト

対向車、および、例えば大型トラックの背後に続く対向車もレーダーが監視します。システムが危険を感知した場合、

警告をしブレーキを自動的に作動します。

※約2～10km/hで走行中に作動します。

フロントクロストラフィックアシスト*¹
交差点に差し掛かった際、ドライバーから見えないエリアをレーダーセンサー、サラウンドカメラを使って監視。左右から接

近する車両について衝突の危険性を警告します。光と音で警告がなされ、ドライバーが反応しない場合はブレーキによる

振動で作動。状況によって段階的に警告します。車速約30km/h以下で作動し、ブレーキによる振動は約10km/h

以下で実行されます。

＊1 アシスタンスパッケージとしてセットオプション。

アダプティブドライブアシスト

アダプティブドライブアシストは、アダプティブクルーズコントロールとアクティブレーン

アシスト、それらを組み合わせたトラフィックジャムアシストの機能から構成されて

います。高速道路などで車速0～約250km/hの間での走行時に作動し、クルマの

フロントエンドに装備されたレーダーセンサー、フロントカメラ、超音波センサーを用

いて、絶えずクルマの周囲を監視します。

アダプティブクルーズコントロールはシステムがブレーキやアクセルをコントロール

し、設定された車間距離を一定に保ち、長距離ドライブでの運転をサポート。設

定した速度と車間距離を制御して前方車両が検知されると、必要に応じて加

速/減速します。またアクティブレーンアシストは、車両が走行レーンを越えな

いよう穏やかにステアリングを修正してドライバーをアシストします。トラフィック

ジャムアシストはストップ＆ゴーを繰り返す渋滞時に、停止/発進を行います。

ターンアシスト

アウディサイドアシスト*²

フロントクロストラフィックアシスト*¹

4342
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Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

リヤクロストラフィックアシスト*¹

サラウンドビューカメラ*²

カーブストーンアシスト *
車両周囲の情報をモニターで確認でき、駐車時の操作

をサポートするシステムです。モニターには車両周囲の

画像を合成した3Dビューの表示やタイヤの真横の状況

を映すことで車両周囲の障害物や縁石などを確認でき、

ドライバーの死角をサポートします。検知された障害物

まで約10km/h以下で接近すると自動的に起動します。
＊ アシスタンスパッケージとしてセットオプション。

Parking Assist 
周囲の状況を感知し、ドライバーに知らせる。

駐車時の安全性と操作をシステムがサポート。

サラウンドビューカメラ*²

リヤクロストラフィックアシスト*¹ 
駐車スペースなどから車速10km/h以下でバックして路上に出る際に、左右から接近する車両を監視。衝突の危険を

乗員に警告します。ドライバーへの警告は光と音、そしてブレーキによる振動によって段階的に行われます。

※約15km/h以上での走行で作動し、10km/h以下で機能を停止します。
＊1  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
      Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージもしくはLuxuryパッケージ、またはスポーツパッケージもしくはアシスタンスパッケージとしてセット
     オプション。

サラウンドビューカメラ *²

4台の広角カメラで自車の全周囲360度を捉え、様々な角度からの映像を映し出すことで、駐車時の操作をより簡単に

行えるようになります。これまでにあった、上空からの俯瞰映像だけでなく、合成された車体を360度の3Dビューで

表示することができ、MMIタッチディスプレイによって車体の映像を指先で角度を変えて確認できます。
＊2 アシスタンスパッケージとしてセットオプション。

※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサボートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。
また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。

※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。
お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。※各機能の詳細はP58-61をご参照ください。※写真はイメージです。4544
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アウディプレセンスリヤ*¹

アウディプレセンス360*²

助手席エアバッグカットオフスイッチ

小さなお子様を助手席のチャイルドシートに乗せた際、エアバッグによって負傷することが無いよう、エアバッグの作動を

グローブボックス内のスイッチからオフにすることができます。

アウディプレセンスベーシック

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

アウディプレセンスシティ

フロントカメラや各種センサーからのデータを用いて衝突の危険性を監視。車速と

状況に応じて衝突を警告し、システムが必要と判断した場合ブレーキを作動させます。

約10-85km/hの車速で歩行者や自転車を、車両は250km/h以下の車速で検知

されます。もし前方への衝突が差し迫っていると判断されると、ドライバーに警告を

段階的に発します。状況に応じてブレーキ（さらに必要な場合はフルブレーキ）を

作動させ衝突を回避、もしくは衝突被害を軽減するようアシストします。

Safety
より安全なドライビングへ向けての大いなる進化。

Audi最高水準の最先端予防安全システムを搭載。

アウディプレセンス360*²
オプションのフロントクロストラフィックアシストを同時装着した場合、アウディプレセンス360として全周囲からの衝突

に備えることができます。

＊ アシスタンスパッケージとしてセットオプション。

アウディプレセンスベーシック

万一の事故の際にシステムが危険を察知すると、乗員を保護するための機能が自動的に作動します。例えばフロントの

シートベルトを巻き上げて拘束力を強め、乗員の体が前方や左右に投げ出されるのを防止します。同時にハザードランプ

を点滅させ、オプションのパノラマサンルーフおよびウインドウを閉じます。他の車載システムと連携することで、どのような

運転状況にあるのか判断し対応します。

アウディプレセンスリヤ*¹
車両のリヤに設置された、レーダーセンサーが捉えたデータを利用して、後方から接近する車両を監視。追突される

リスクが検知された場合、アウディプレセンスベーシックを起動します。

＊1   Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
      Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにアシスタンスパッケージとしてセットオプション。

※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサボートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。
また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。

※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。
お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。※各機能の詳細はP58-61をご参照ください。※写真はイメージです。4746

Drive Assistance & Safety



アルミホイール 10Yスポークデザイン 8.5J×19 エクステリア

■HDマトリクスLEDヘッドライト
　　 アウディレーザーライトパッケージ
 ・ レーザーマトリクス
    LEDヘッドライト

■パワーアシストパッケージ

 ・ 電動チルト/テレスコピックス
    ステアリングコラム
 ・ パワークロージングドア

■リヤコンフォートパッケージ

 ・ シートヒーター （リヤ）
 ・ 4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー
 ・ サンブラインド（リヤ）
 ・ エアクオリティパッケージ

スペシャルオプション

■ パノラマサンルーフ
■ Bang&Olufsen 3D サウンドシステム（16スピーカー）
■ アルミホイール 5Vスポークスターデザイン
     コントラストグレー パートリーポリッシュト 
     8.5J×21＋255/35 R21

■ プライバシーガラス
■ エクステンディッドアルミニウムブラック／
     ブラックグラスルックコントロールパネル
■ ワイヤレスチャージング
■ マルチカラーアンビエントライティング

主要標準装備

Interior
・ 標準シート ／ミラノレザー
・ アーティフィシャルレザー（ダッシュボード/ドア上部）  
・ シート電動調整機能 （フロント）／
  メモリー機能 （ドライバーサイド）  
・ ランバーサポート 4ウェイ
・ 3分割可倒式リヤシート（リヤ3名乗車）
・ シートヒーター（フロント）  
・ ストレージパッケージ
・ デコラティブパネル ／ 
   アルミニウムフラグメント 
・ ステアリングホイール 4スポーク レザー 
   マルチファンクション 
・ デラックスオートマチック エアコンディショナー

Exterior
・ LEDヘッドライト
・ LEDリヤコンビネーションライト
・ ハイグロスパッケージ
・ アルミホイール 10Yスポークデザイン
   8.5J×19＋245/45 R19タイヤ
・ オートマチックテールゲート

・ ダイナミックサスペンション
・ エレクトロメカニカル パワーステアリング
・ アウディドライブセレクト

Performance

・ アダプティブドライブアシスト
     アダプティブクルーズコントロール
     アウディ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
     ストップ&ゴー
     ターンアシスト
・ リヤビューカメラ
・ アウディプレセンス シティ
・ エアバッグ（フロント）助手席エアバッグ
　キャンセル機能付

・ アウディパーキングシステム
・ アドバンストキーシステム

Assistance & Safety

標準シート ／ミラノレザー

ステアリングホイール 4スポーク レザー マルチファンクション

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro

・ MMIナビゲーション／MMIタッチレスポンス
・ Audi connect
・ バーチャルコックピットプラス

Technology

Model Lineup

＊4 スポーツパッケージ、S lineパッケージ、Luxuryパッケージの同時選択はできません。＊5 スポーツパッケージ、もしくはLuxuryパッケージ、S lineパッケージを選択の場合は含まれません。
※Audi connectの詳細については、P28-29をご参照ください。※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP54-63Equipmentをご覧ください。※写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

■アシスタンスパッケージ

 ・ フロントクロストラフィックアシスト
 ・ アウディプレセンスリヤ*⁵
 ・ アウディサイドアシスト*⁵
 ・ サラウンドビューカメラ
 ・ カーブストーンアシスト
 ・ リヤサイドエアバッグ
 ・ アダプティブウインドウワイパー

■ ドライビングパッケージ

 ・ ダイナミックオールホイール
    ステアリング
 ・ ダンピングコントロール
    サスペンション

■スポーツパッケージ*⁴

 ・ スポーツサスペンション
 ・ スポーツシート  ／バルコナレザー
 ・ 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
 ・ アウディサイドアシスト
 ・ アルミホイール 5スポークVデザイン 
    8.5J×19  

■ S lineパッケージ*⁴

 ・ スポーツサスペンション
 ・ スポーツシート／  
    バルコナレザー S lineロゴ
 ・ 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
 ・ アウディサイドアシスト
 ・ S lineエクステリア
 ・ アルミホイール 5ツインスポークVデザイン 
    8.5J×20  
 ・ デコラティブパネル ／ 
    マットブラッシュトアルミニウム 
 ・ マルチカラーアンビエントライティング
 ・ マトリクスLEDヘッドライト
 ・ LEDダイナミックターン
    インディケーター（フロント/リヤ）

■ Luxuryパッケージ*⁴

 ・ コンフォートシート （フロント）／
    バルコナレザー
 ・ シートベンチレーション （フロント）  
 ・ アルミホイール 5スポークVデザイン 
    8.5J×19  
 ・ エクステンディッドレザー  
 ・ マルチカラーアンビエントライティング
 ・ デコラティブパネル ／ 
    ファイングレインアッシュナチュラルグレーブラウン 
 ・ アウディサイドアシスト
 ・ 電動調整機能 メモリー機能 （フロント）
 ・ マトリクスLEDヘッドライト
 ・ LEDダイナミックターン
    インディケーター（フロント/リヤ）

  主要オプション装備

Coupéの美しさ、Sedanのプレステージ、Avantの機能性をひとつに。
Audiの考えるラグジュアリー4ドアクーペの理想像。

4,970*¹×1,910×1,415*²*³（mm）

2,925（mm）

1,984（cc）

180kW（245PS）/5,000-6,000rpm

370Nm（37.7kgm）/1,600-4,500rpm

quattro（4WD）

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

主要諸元

＊1 S lineパッケージ選択時は＋5ｍｍとなります。
＊2 ダンピングコントロールサスペンション装着車の場合､－10ｍｍとなります。
＊3 スポーツサスペンション装着車の場合､－10ｍｍとなります。
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HDマトリクスLEDヘッドライト アルミホイール5ツインスポークVデザイン 8.5J×20LEDリヤダイナミックターンインディケーター S lineエクステリア

■ ドライビングパッケージ

 ・ ダイナミックオールホイール
    ステアリング
 ・ ダンピングコントロール
    サスペンション

■ アルミホイール 5Vスポーク スターデザイン
      コントラストグレーパートリーポリッシュト 
     8.5J×21 ＋255/35 R21タイヤ
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ Bang&Olufsen 3D サウンドシステム
     （16スピーカー）
■ エクステンディッドアルミニウムブラック/
      ブラックグラスルックコントロールパネル
■ ワイヤレスチャージング

■アシスタンスパッケージ

 ・ フロントクロストラフィックアシスト
 ・ カーブストーンアシスト
 ・ サラウンドビューカメラ
 ・ アダプティブウインドウワイパー
 ・ リヤサイドエアバッグ
 ・ アウディプレセンス360

■HDマトリクスLEDヘッドライト
　　 アウディレーザーライトパッケージ

 ・ レーザーマトリクス
　　 LEDヘッドライト

■パワーアシストパッケージ

 ・ 電動チルト/テレスコピックス
    ステアリングコラム
 ・ パワークロージングドア

■リヤコンフォートパッケージ

 ・ サンブラインド （リヤ）
 ・ シートヒーター （リヤ）
 ・ 4ゾーンデラックス
    オートマチックエアコンディショナー
 ・ エアクオリティパッケージ

  主要オプション装備 スペシャルオプション

主要標準装備

Interior
・ スポーツシート （フロント）／
   バルコナレザー S line ロゴ  
・ アーティフィシャルレザー
   （ダッシュボード/ドア上部）  
・ ヘッドライニング ブラック  
・ 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 S line ロゴ  
・ デコラティブパネル／
   マットブラッシュトアルミニウム  
・ マルチカラーアンビエントライティング    
・ ドアシルトリム S/S lineロゴ  
・ シート電動調整機能 （フロント）／
  メモリー機能 （ドライバーサイド）
・ ランバーサポート4ウェイ
・ シートヒーター （フロント）
・ デラックスオートマチック エアコンディショナー

Exterior
・ アルミホイール 5ツインスポークVデザイン
   8.5J×20＋255/40 R20タイヤ 
・ S line エクステリア 
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ LEDダイナミックターン
   インディケーター（フロント/リヤ）
・ オートマチックテールゲート

・ スポーツサスペンション
・ アウディドライブセレクト

Performance

・ アダプティブドライブアシスト
     アダプティブクルーズコントロール
     アウディ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
     ストップ&ゴー
     ターンアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディパーキングシステム
・ アドバンストキーシステム
・ アウディプレセンス シティ
・ アウディプレセンス ベーシック
・ アウディプレセンス リヤ
・ リヤビューカメラ
・ エアバッグ（フロント）助手席
  エアバッグキャンセル機能付

Assistance & Safety

スポーツシート／バルコナレザー

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

アダプティブドライブアシスト ※写真はイメージです。

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line
さらなる走りのダイナミズムと革新のフォルム、先進性、プレステージ、テクノロジーの全てが結晶。

スポーティネスとエレガンスの近未来を体現する一台。

4,975×1,910×1,405（mm）

2,925（mm）

2,994（cc）

250kW（340PS）/5,200-6,400rpm

500Nm（51.0kgm）/1,370-4,500rpm

quattro（4WD）

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

主要諸元

※Audi connectの詳細については、P28-29をご参照ください。※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP54-63Equipmentをご覧ください。※写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

・ バーチャルコックピットプラス
・ MMI ナビゲーション／MMIタッチレスポンス
・ Audi connect
・ スマートフォンインターフェイス

Technology

太文字はAudi A7 Sportback 45 TFSI quattroから追加・変更される装備です。
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■ ドライビングパッケージ

 ・ ダイナミックオールホイール
    ステアリング
 ・ ダンピングコントロール
    サスペンション

■ アルミホイール 5Vスポーク スターデザイン
      コントラストグレーパートリーポリッシュト 
     8.5J×21 ＋255/35 R21タイヤ
■ パノラマサンルーフ
■ プライバシーガラス
■ Bang&Olufsen 3D サウンドシステム
     （16スピーカー）
■ エクステンディッドアルミニウムブラック／
     ブラックグラスルックコントロールパネル
■ ワイヤレスチャージング

■アシスタンスパッケージ

 ・ フロントクロストラフィックアシスト
 ・ カーブストーンアシスト
 ・ サラウンドビューカメラ
 ・ アダプティブウインドウワイパー
 ・ リヤサイドエアバッグ
 ・ アウディプレセンス360

■HDマトリクスLEDヘッドライト
　　 アウディレーザーライトパッケージ

 ・ レーザーマトリクス
    LEDヘッドライト

■パワーアシストパッケージ

 ・ 電動チルト/テレスコピックス
    ステアリングコラム
 ・ パワークロージングドア

■リヤコンフォートパッケージ

 ・ サンブラインド （リヤ）
 ・ シートヒーター （リヤ）
 ・ 4ゾーンデラックス
    オートマチックエアコンディショナー
 ・ エアクオリティパッケージ

  主要オプション装備 スペシャルオプション

アルミホイール 5スポークVデザイン 8.5J×19 Luxuryエクステリア

主要標準装備

Interior
・ コンフォートシート （フロント）／
   バルコナレザー
・ エクステンディッドレザー
・ ステアリングホイール 4スポーク レザー 
   マルチファンクション 
・ デコラティブパネル ／ 
   ファイングレインアッシュナチュラルグレーブラウン 
・ マルチカラーアンビエントライティング
・ シート電動調整機能 メモリー機能 （フロント）
・ ランバーサポート4ウェイ
・ シートヒーター （フロント）
・ シートベンチレーション（フロント）
・ デラックスオートマチック エアコンディショナー

Exterior
・ アルミホイール 5スポークVデザイン
   8.5J×19＋245/45 R19タイヤ
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ LEDダイナミックターン
   インディケーター（フロント/リヤ）
・ オートマチックテールゲート

・ ダイナミックサスペンション
・ アウディドライブセレクト

Performance

・ アダプティブドライブアシスト
     アダプティブクルーズコントロール
     アウディ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
     ストップ&ゴー
     ターンアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディパーキングシステム
・ アドバンストキーシステム
・ アウディプレセンス シティ
・ アウディプレセンス リヤ
・ リヤビューカメラ
・ エアバッグ（フロント）助手席エアバッグ
　キャンセル機能付

Assistance & Safety

コンフォートシート（フロント）／バルコナレザー

ステアリングホイール 4スポーク レザー マルチファンクション

アウディサイドアシスト ※写真はイメージです。

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxury
美しさとダイナミズムの融合はさらなる次元へ。

プレステージクーペの上質さと気品、極まる。

4,970×1,910×1,415（mm）

2,925（mm）

2,994（cc）

250kW（340PS）/5,200-6,400rpm

500Nm（51.0kgm）/1,370-4,500rpm

quattro（4WD）

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

主要諸元

・ バーチャルコックピットプラス
・ MMI ナビゲーション／MMIタッチレスポンス
・ Audi connect
・ スマートフォンインターフェイス

Technology

Model Lineup

※Audi connectの詳細については、P28-29をご参照ください。※掲載の装備内容は一部抜粋となります。詳しくはP54-63Equipmentをご覧ください。※写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。

太文字はAudi A7 Sportback 45 TFSI quattroから追加・変更される装備です。
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フロレットシルバー メタリック

Body Colours

カラットベージュ メタリック

タンゴレッド メタリック
 ［S lineパッケージ装着車、Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 
S line専用色］

スペシャルボディカラー（Audi exclusive）

ミトスブラック メタリック

グレイシアホワイト メタリック

Metallic paint finishes

デイトナグレー パールエフェクト
 ［S lineパッケージ装着車、Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 
S line専用色］

Pearl effect paint finish

Seat ColoursWheels & Tires 

アルミホイール 10Yスポークデザイン 8.5J×19＋245/45 R19タイヤ
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備］

アルミホイール 5ツインスポークVデザイン 8.5J×20＋255/40R20タイヤ
［S lineパッケージ装着車、Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 
S lineに標準装備］

アルミホイール 5スポークVデザイン 8.5J×19＋245/45R19タイヤ
［スポーツパッケージ装着車、Luxuryパッケージ装着車、
Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備］

アルミホイール 5Vスポークスターデザイン コントラストグレー 
パートリーポリッシュト 8.5J×21＋255/35R21タイヤ
［Audi A7 Sportbackにオプション］

ファーマメントブルー メタリック

Decorative Inlays

アルミニウムフラグメント

［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備］

マットブラッシュトアルミニウム

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S lineに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージとしてセット
オプション］

ファイングレインアッシュナチュラルグレーブラウン

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにLuxuryパッケージとして
セットオプション］

メトロポリタングレー［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroのスポーツパッケージ、
S lineパッケージにセットオプション］

ブラック／ロックグレーステッチ［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S lineに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージとしてセット
オプション］

ローターグレー／アンスラサイトステッチ［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S lineに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージとしてセット
オプション］

ブラック［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備］

オカピブラウン［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにスポーツパッケージ、または
Luxuryパッケージとしてセットオプション］

パールベージュ［バルコナレザー］

［Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備］
［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにLuxuryパッケージとして
セットオプション］

ブラック［ミラノレザー］

［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備］

オカピブラウン［ミラノレザー］

［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備］

パールベージュ［ミラノレザー］

［Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備］

※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。

Valcona LeatherMilano Leather
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Standard Equipment  標準装備

LEDヘッドライト* 
昼光に近い照明で路面を照らすことで、夜間の安心・安全なドライ

ビングをサポート。電力消費量が極めて低く長寿命で、被視認性にも

優れます。昼夜一体型のAudiらしいライトパターンが目を惹きます。
＊ Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備。

 

HDマトリクスLEDヘッドライト* 
ハイビームのユニットを従来の横1列から横2列とすることで、高精細、
高解像な照射を行います。LED光源と精密な光学デバイスを組み
合わせたカメラシステムによって、状況に合わせて配光を可変させ

高度に制御。ルームミラーに内蔵されたカメラが対向車や先行車を

検知すると、直接光を照射しないようにコントロールしつつ、それ

以外の車間エリアや周辺は明るく照らし続けます。LEDのオン/オフ
を個別に切り替えハイビームをカットすることにより、周囲に迷惑

をかけることなく常時ハイビームを利用可能。安全性と利便性に大

きく寄与します。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れるような動き
で非常に視認性の高いダイナミックターンインディケーターを搭載。

さらにクルマを解錠するとしばらく点灯を続け、はっきり周囲を照ら

すカミングホーム/リービングホーム機能を搭載しています。
＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 

Luxuryに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージまたはLuxuryパッケージ 
 としてセットオプション。

ハイビームアシスト

対向車のヘッドライトや他のクルマのリヤライト、市街地の光源

などをシステムが自動的に検知。道路状況に応じてハイビームの

オン / オフを自動的にコントロールします。
＊ Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備。

 
LEDリヤダイナミックターンインディケーター *
左右のリヤライトをつないで一体化したLEDが、広範囲に明瞭な光を
後続の車両にもたらします。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れる
ような動きで非常に視認性の高いダイナミックターンインディケー

ターを搭載。クルマを解錠／施錠を行うとしばらく点灯を続け、周囲を

照らすカミングホーム/リービングホーム機能も搭載しています。
＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 

Luxuryに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージまたはLuxuryパッケージ 
   としてセットオプション。

 
LEDリヤコンビネーションライト*
インディケーター、ブレーキライト、テールライト、リヤナンバープレート

ライトに、優れた視認性を持つLED技術を採用。リヤフォグライトは
中央部に配置しています。

＊ Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroに標準装備。

 

エクステリアミラー電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能
コンベックス平面/非球面ミラーガラスを採用。便利なリバースモード
は、ギアをリバースに入れた際、ドライバーが縁石等を確認しやすい

よう自動的に助手席側ミラーの角度を下方向に傾けます。

 
オートマチックテールゲート

アドバンストキーのボタン、運転席ドア側のボタン、またはトランクリッド

ハンドルにあるボタンを押すと、電動で開閉できます。アドバンスト

キーとの併用で、足をキックするようにかざす動作で解錠ができる

バーチャルペダル機能を搭載。荷物で両手がふさがっている時などに

便利です。

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*
＊ Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S lineに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージまたはスポーツパッケージ
   としてセットオプション。
※   スポーツパッケージにはS lineエンブレムは装着されません。

ステアリングホイール 4スポーク レザー マルチファンクション*
＊ Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxury
   に標準装備。

 
両手にしっくりと馴染む質感の高い手触りとアルミニウムルックの

先進的なデザイン。高さと奥行きが手動で調整可能で、マルチファン

クションボタンが装備され、多彩なインフォテインメント機能を操作

できるとともに、パドルシフトでギアのマニュアルシフトが可能です。

シート電動調整機能（フロント） メモリー機能
シート高さ、前後スライド、シート角度、リクライニングの電動調整が

可能です。またメモリー機能があり、個々のユーザーにつき2ウェイの
プリセットが可能。電動式ランバーサポート4ウェイ付きとなります。
＊ Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro、A7 Sportback 55 TFSI quattro S line
はドライバーサイドのみとなります。

 
シートベンチレーション マッサージ機能（フロント）*
運転席と助手席の座面と背もたれを積極的に換気することで、

外気温が高い時も快適なシート環境を提供します。MMIローワー
スクリーンから3段階の調整が可能。素材は通気性の良いパーフォ
レーテッドレザーを採用しています。マッサージ機能（フロント）は、

3段階の強度調整が可能。シートのクイック選択ボタン、または
MMIディスプレイからマッサージプログラムを選んで使用します。
＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにLuxuryパッケージとしてセットオプション。

 
3分割可倒式リヤシート
バックレストは40:20:40の分割可倒式。リヤセンターアームレスト
は一体型可倒式で、ストレージコンパートメントとカップホルダーが

付属します。

アウディサウンドシステム（10スピーカー）
センタースピーカー、サブウーファーを含む10個のスピーカー、トータル
出力180ワットの6チャンネルアンプで、リアルなサウンドを愉しめる
音響空間を生み出します。

 
アドバンストキーシステム

アドバンストキーを利用してドアハンドルに触れるだけでクルマの解錠

に使えます。アクセス認証はキーとクルマ間のワイヤレス交信で確認

され、外からクルマを施錠するには、各ドアハンドルにあるセンサー

のどれかに触れるだけで可能。またトランクを解錠は、アドバンスト

キーのトランクリッドマークのボタンを使うか、両手がふさがっている

場合は、足をキックするようにかざす動作でトランクを解錠できる

バーチャルペダル機能を搭載しています。

リヤスポイラー

車速が約120km/hを超えると自動的に展開し、約80km/h未満
で格納されます。また、MMIタッチディスプレイから手動で調整する
ことも可能です。

 
ダイナミックサスペンション

優れた快適性とダイナミックなハンドリング特性を高次元に両立しま

す。フロント、リヤとも、独立懸架5リンク式を採用しています。

 
スポーツサスペンション

より硬めのセッティングとしたスプリングとダンパーが、ダイレクトな

接地感とスポーティなハンドリングを実現。車高は、ダイナミック

サスペンションと比べて10mm低くなります。

 
アウディドライブセレクト

走りの特性をシーンや走行状況、好みに合わせて選択することが

できます。オート、コンフォート、ダイナミック、エフィシェンシーの各モード

から、パワーステアリングのアシスト量、エンジン、ギアチェンジ特性、

ダンパーコントロールの設定を変更できます。

 

バーチャルコックピットプラス

高解像度12.3インチカラー液晶フルデジタルディスプレイに、スピード
メーター、タコメーター、マップ表示、ラジオ/メディア情報などフレキ
シブルに表示。操作もマルチファンクション付きステアリングホイール

からダイレクトに行えます。またVIEWボタンを押すことで2つの
円形メーターの大小切り替えも可能。メーター表示を小さくすれば、

オンボードコンピューターやMMIナビゲーションのコンテンツ、3D
地形図などをより見やすく画面の広いエリアに表示できます。ルート

ガイダンスを起動している間は、スピードメーター近くにナビゲーション

情報が常時表示され、タコメーターにオンボードコンピューター数値

の配置も可能です。

MMIタッチレスポンス付き MMIナビゲーション
インフォテインメント用の高解像度10.1インチアッパースクリーン
（1,540×720）と、空調操作や手書き文字入力用の高解像度8.6
インチローワースクリーン（1,280×720）の2つのタッチディスプレイ
を搭載したナビゲーションシステムです。ナビゲーションデータをダウン

ロードして、マップのアップデートもできます。画面に触れることでナビ

ゲーションマップの縮尺の変更も可能。また、ドラッグ操作によりホーム

画面のアイコンを自分の好みに並び替えることができます。

 

デラックスオートマチックエアコンディショナー

運転席と助手席それぞれで室温を調節でき、快適な室内空間を

もたらします。

 
マルチカラーアンビエントライティング*
ドアポケット、センターコンソール、インストルメントパネル等、

インテリア各部のアンビエントライトを好みのカラーに変更し、

車内を彩ることができます。アウディドライブセレクトのそれぞれの

モードに合わせたカラーも設定できます。

＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 
Luxuryに標準装備。

 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにオプション。

スマートフォンインターフェイス

普段あなたが愛用されているスマートフォンとクルマがダイレクトに

接続。USBを介してお手持ちのスマートフォンのコンテンツ（ナビゲー
ション、電話機能、音楽、特定のアプリなど）をMMIタッチディスプレイ
に表示し操作できます。

※   表示されるコンテンツ、アプリについてはApple Inc.またはGoogle LLCに指定
されたもののみ表示可能となります。

※ Apple、CarPlayおよびその他のマークはApple Inc.の商標です。
※ Google、Android Autoおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
※ 対応OSバージョンはiOS 7.1.2以上（iPhone5以上）、Andoroid 5.0以上になります。

Equipment

※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。56 57
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ターンアシスト

対向車、および、例えば大型トラックの背後に続く対向車もレーダーが

監視します。システムが危険を感知した場合、警告をしブレーキを

自動的に作動します。

※約2～10km/hで走行中に作動します。

アウディサイドアシスト*
車線変更の際、あなたを追い抜こうとする車両が死角にいる場合

などに、システムが車線変更の危険を予測し、システムがドライバー

に警告します。また交差点の右左折時に前進中の自転車やバイク

の巻き込みを警告。システムが危険と判断する状況では、エクス

テリアミラーに内蔵されたLEDを点灯しドライバーに警告、さらに車線
変更しようとするとLEDが点滅して警告します。
※約15km/h以上での走行で作動し、10km/h以下で機能を停止します。
＊ Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 
   Luxuryに標準装備。
 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージ、Luxuryパッケージ、
   スポーツパッケージとしてセットオプション。

アウディプレセンスベーシック

万一の事故の際にシステムが危険を察知すると、乗員を保護する

ための機能が自動的に作動します。例えばフロントのシートベルトを

巻き上げて拘束力を強め、乗員の体が前方や左右に投げ出される

のを防止します。同時にハザードランプを点滅させ、オプションの

パノラマサンルーフおよびウインドウを閉じます。他の車載システムと

連携することで、どのような運転状況にあるのか判断し対応します。

アウディプレセンスリヤ*
車両のリヤに設置された、レーダーセンサーが捉えたデータを利用

して、後方から接近する車両を監視。追突されるリスクが検知された

場合、アウディプレセンスベーシックを起動します。

＊   Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 
Luxuryに標準装備。

 Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにアシスタンスパッケージとしてセットオプ
   ション。

Standard Equipment  標準装備

アダプティブドライブアシスト

高速道路などでの走行において車速0～約250km/hの間で作動
し、レーダーセンサー、フロントカメラ、超音波センサーを用いて、

絶えずクルマの周囲を監視します。アダプティブクルーズコント

ロールはシステムがブレーキやアクセルをコントロールし、設定された

車間距離を一定に保ち、長距離ドライブでの運転をサポート。設定

した速度と車間距離を制御して前方車両が検知されると、必要に

応じて加速/減速します。またアクティブレーンアシストは、車両が
走行レーンを越えないよう穏やかにステアリングを修正してドライ

バーをアシストします。トラフィックジャムアシストはストップ&ゴーを
繰り返す渋滞時に、停止/発進を行います。

アウディプレセンスシティ

フロントカメラや各種センサーからのデータを用いて衝突の危険性

を監視。車速と状況に応じて衝突を警告し、システムが必要と判断

した場合ブレーキを作動させます。約10-85km/hの車速で歩行者
や自転車を、車両は250km/h以下の車速で検知されます。もし
前方への衝突が差し迫っていると判断されると、ドライバーに警告

を段階的に発します。状況に応じてブレーキ（さらに必要な場合は

フルブレーキ）を作動させ衝突を回避、もしくは衝突被害を軽減する

ようアシストします。

Equipment

※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。
※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサポートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。

※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。※写真はイメージです。

リヤクロストラフィックアシスト* 
駐車スペースなどから車速10km/h以下でバックして路上に出る
際に、左右から接近する車両を監視。衝突の危険を乗員に警告します。

ドライバーへの警告は光と音、そしてブレーキによる振動によって

段階的に行われます。

※約15km/h以上での走行で作動し、10km/h以下で機能を停止します。
＊  Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 

Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにS lineパッケージもしくはLuxuryパッケージ、
    またはスポーツパッケージもしくはアシスタンスパッケージとしてセットオプション。

エグジットワーニング

システムがレーダーセンサーを用いて後方に迫る車両を監視。

クルマの停車時にドアを開ける時、後方から近づく車両と衝突する

危険がある場合、乗員に注意喚起を行います。ドアのハンドルが

引かれた場合、ドアのストリップライトとエクステリアミラーのLED
表示が点灯し警告。さらにドアを開こうとした場合には、ドアが開く

のを少し遅らせます。

リヤビューカメラ

MMIタッチディスプレイに車両後方の映像を映し出し、舵角に
基づいて計算された経路を画面に示して駐車操作をサポートします。

起動はリバースギアが選択された場合やセンターコンソールのボタン

から行えます。

 
エアバッグ（フロント）助手席エアバッグキャンセル機能付

小さなお子様を助手席のチャイルドシートに乗せた際、エアバッグに

よって負傷することが無いよう、エアバッグの作動をグローブボックス

内のスイッチからオフにすることができます。
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※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。　※写真はイメージです。
※各セーフティ、アシスタンス機能はあくまでもドライバーをサポートするもので制御には限界があります。システム自体はその機能の範囲内でしか作動することができません。また、気象条件や道路状況、周囲の状況等によって作動しない場合がありますのでご注意ください。運転者は周囲の状況を注意し、つねに安全運転を心がけてください。
※Audi正規ディーラーで実施している衝突被害軽減ブレーキ等の各セーフティ・アシスタンス機能の試乗体験は、作動条件等の基準に基づき安全を確保した上で実施しています。お客様自らの判断での作動テストは大変危険ですので絶対に行わないでください。※写真はイメージです。

 スポーツパッケージ

 〈装備内容〉
■スポーツサスペンション

■スポーツシート／バルコナレザー

■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
■アウディサイドアシスト

■アルミホイール 5スポークVデザイン 8.5J×19 

スポーツサスペンション

より硬めのセッティングとしたスプリングとダンパーが、ダイレクトな

接地感とスポーティなハンドリングを実現。車高は、ダイナミック

サスペンションと比べて10mm低くなります。

 ドライビングパッケージ

 〈装備内容〉
■ダイナミックオールホイールステアリング

■ダンピングコントロールサスペンション

ダイナミックオールホイールステアリング 
ダイナミックオールホイールステアリングは速度に応じてステアリング

のギアレシオが可変制御されるダイナミックステアリングに4輪操舵
のオールホイールステアリングを組み合わせることで生まれたハンド

リング性能をさらに高める先進テクノロジーです。走行状況に応じて

アシスト量、舵角量をコントロールでき、ワインディングロードや高速

走行ではリヤホイールがフロントと同じ方向へ動くことで、卓越した

走行安定性とドライビングダイナミクスが向上。車線変更もスムーズ

に行えます。低速走行時にはリヤホイールをフロントとは反対方向に

曲げることでクルマの最小回転半径が約5.2mに。車両に高い俊敏性
と操作性をもたらし、取り回しが楽に行えます。

 
ダンピングコントロールサスペンション 
ステアリング角、アクセル開度、ブレーキシステム等の様々なドライ

ビング状況や路面条件に対して4つのそれぞれのダンパーを、電子
制御で連続かつ可変的に減衰力をコントロールします。ドライバー

の好みや走行シーンに合わせて、ダイナミックまたはコンフォート

重視のダンピング設定も可能です。設定はアウディドライブセレクト

から選択できます。

55 TFSI quattro S line 55 TFSI quattro Luxury

45 TFSI quattro

フロントクロストラフィックアシスト

交差点に差し掛かった際、ドライバーから見えないエリアをレーダー

センサー、サラウンドカメラを使って監視。左右から接近する車両に

ついて衝突の危険性を警告します。光と音で警告がなされ、ドライバーが

反応しない場合はブレーキによる振動で作動。状況によって段階的に

警告します。車速約30km/h以下で作動し、ブレーキによる振動は
約10km/h以下で実行されます。

 
サラウンドビューカメラ

4台の広角カメラで自車の全周囲360度を捉え、様々な角度から
の映像を映し出すことで、駐車時の操作をより簡単に行えるように

なります。これまでにあった、上空からの俯瞰映像だけでなく、合成

された車体を360度の3Dビューで表示することができ、MMIタッチ
ディスプレイによって車体の映像を指先で動かして確認できます。

 
カーブストーンアシスト

車両周囲の情報をモニターで確認でき、駐車時の操作をサポート

するシステムです。モニターには車両周囲の画像を合成した3Dビュー
の表示やタイヤの真横の状況を映すことで車両周囲の障害物や縁石

などを確認でき、ドライバーの死角をサポートします。検知された

障害物まで約10km/h以下で接近すると自動的に起動します。

 
アウディプレセンス360
オプションのフロントクロストラフィックアシストを同時装着した場合、

アウディプレセンス360として全周囲からの衝突に備えることが
できます。

アシスタンスパッケージ

アウディサイドアシスト

車線変更の際、あなたを追い抜こうとする車両が死角にいる場合

などに、システムが車線変更の危険を予測し、システムがドライバー

に警告します。また交差点の右左折時に前進中の自転車やバイク

の巻き込みを警告。システムが危険と判断する状況では、エクス

テリアミラーに内蔵されたLEDを点灯しドライバーに警告、さらに車線
変更しようとするとLEDが点滅して警告します。
※約15km/h以上での走行で作動し、10km/h以下で機能を停止します。

 

アウディプレセンスリヤ

車両のリヤに設置された、レーダーセンサーが捉えたデータを利用

して、後方から接近する車両を監視。追突されるリスクが検知された

場合、アウディプレセンスベーシックを起動します。

 〈装備内容〉
■フロントクロストラフィックアシスト

■アウディプレセンスリヤ*¹
■アウディサイドアシスト*¹

〈機能〉

・アウディプレセンス360■サラウンドビューカメラ

■カーブストーンアシスト

■リヤサイドエアバッグ

■アダプティブウインドウワイパー

＊1 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro Luxuryに標準装備。

55 TFSI quattro S line 55 TFSI quattro Luxury45 TFSI quattro45 TFSI quattroS lineパッケージ Luxuryパッケージ

 〈装備内容〉
■スポーツサスペンション

■スポーツシート／
　　バルコナレザー S lineロゴ
■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

 〈装備内容〉
■コンフォートシート （フロント）／バルコナレザー
■シートベンチレーション マッサージ機能 （フロント）  
■アルミホイール 5スポークVデザイン 8.5J×19  
■エクステンディッドレザー  

■アウディサイドアシスト

■S lineエクステリア
■アルミホイール 5ツインスポークVデザイン 
    8.5J×20  

■デコラティブパネル／マットブラッシュトアルミニウム

■マルチカラーアンビエントライティング

■マトリクスLEDヘッドライト
■LEDダイナミックターン インディケーター
    （フロント/リヤ）

■マルチカラーアンビエントライティング

■デコラティブパネル ／ 
    ファイングレインアッシュナチュラル
    グレーブラウン 
■アウディサイドアシスト

■電動調整機能 メモリー機能 （フロント）
■マトリクスLEDヘッドライト
■LEDダイナミックターン
    インディケーター（フロント/リヤ）

※Luxuryパッケージ、スポーツパッケージとの同時選択はできません。 ※S lineパッケージ、スポーツパッケージとの同時選択はできません。

45 TFSI quattro 45 TFSI quattro

マルチカラーアンビエントライティング

ドアポケット、センターコンソール、インストルメントパネル等、

インテリア各部のアンビエントライトを好みのカラーに変更し、

車内を彩ることができます。アウディドライブセレクトのそれぞれの

モードに合わせたカラーも設定できます。

 

 
HDマトリクスLEDヘッドライト 
ハイビームのユニットを従来の横1列から横2列とすることで、高精細、
高解像な照射を行います。LED光源と精密な光学デバイスを組み
合わせたカメラシステムによって、状況に合わせて配光を可変させ

高度に制御。ルームミラーに内蔵されたカメラが対向車や先行車を

検知すると、直接光を照射しないようにコントロールしつつ、それ

以外の車間エリアや周辺は明るく照らし続けます。LEDのオン/オフ
を個別に切り替えハイビームをカットすることにより、周囲に迷惑

をかけることなく常時ハイビームを利用可能。安全性と利便性に大

きく寄与します。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れるような動き
で非常に視認性の高いダイナミックターンインディケーターを搭載。

さらにクルマを解錠するとしばらく点灯を続け、はっきり周囲を照ら

すカミングホーム/リービングホーム機能を搭載しています。

 
LEDリヤダイナミックターンインディケーター
左右のリヤライトをつないで一体化したLEDが、広範囲に明瞭な光を
後続の車両にもたらします。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れる
ような動きで非常に視認性の高いダイナミックターンインディケー

ターを搭載。クルマを解錠／施錠を行うとしばらく点灯を続け、周囲を

照らすカミングホーム/リービングホーム機能も搭載しています。

 
HDマトリクスLEDヘッドライト 
ハイビームのユニットを従来の横1列から横2列とすることで、高精細、
高解像な照射を行います。LED光源と精密な光学デバイスを組み
合わせたカメラシステムによって、状況に合わせて配光を可変させ

高度に制御。ルームミラーに内蔵されたカメラが対向車や先行車を

検知すると、直接光を照射しないようにコントロールしつつ、それ

以外の車間エリアや周辺は明るく照らし続けます。LEDのオン/オフ
を個別に切り替えハイビームをカットすることにより、周囲に迷惑

をかけることなく常時ハイビームを利用可能。安全性と利便性に大

きく寄与します。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れるような動き
で非常に視認性の高いダイナミックターンインディケーターを搭載。

さらにクルマを解錠するとしばらく点灯を続け、はっきり周囲を照ら

すカミングホーム/リービングホーム機能を搭載しています。

 
LEDリヤダイナミックターンインディケーター
左右のリヤライトをつないで一体化したLEDが、広範囲に明瞭な光を
後続の車両にもたらします。LEDがミリ秒単位で次々と光り、流れる
ような動きで非常に視認性の高いダイナミックターンインディケー

ターを搭載。クルマを解錠／施錠を行うとしばらく点灯を続け、周囲を

照らすカミングホーム/リービングホーム機能も搭載しています。

シートベンチレーション マッサージ機能（フロント）
運転席と助手席の座面と背もたれを積極的に換気することで、

外気温が高い時も快適なシート環境を提供します。MMIローワー
スクリーンから3段階の調整が可能。素材は通気性の良いパーフォ
レーテッドレザーを採用しています。マッサージ機能（フロント）は、

3段階の強度調整が可能。シートのクイック選択ボタン、または
MMIディスプレイからマッサージプログラムを選んで使用します。

 

※S lineパッケージ、Luxuryパッケージとの同時選択はできません。
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Special Optional Equipment

パノラマサンルーフ*
先進的デザインの特大ティンテッドガラスを採用し、ガラス部分の

開閉やチルトアップ、遮光ブラインドも電動操作が可能です。快適

で明るい室内空間をもたらすとともに効率的なベンチレーションに

よって室内環境の向上も実現。ウインドディフレクター搭載で、チルト

アップやフルオープン時でも風切り音を軽減します。またアドバンスト

キーで外から開閉できます。

＊オプション

プライバシーガラス*
リヤウインドウ、リヤドアウインドウ、リヤサイドウインドウに断熱性の

あるダークティンテッドガラスを採用。

＊オプション

エクステンディッドアルミニウムブラック/
ブラックグラスルックコントロールパネル*
センターコンソールのコントロールパネル、およびライトスイッチが

シームレスなブラックグラスルックとなります。ドライバーアシスト

システムのコントロールボタン類、パーキングブレーキ/オートホールド
/セントラルロッキング（フロント/リヤ）/ロッキング（リヤ）/ウインドウ
開閉の各ボタン、またドアハンドルがアルミニウムルックとなります。

＊オプション

ワイヤレスチャージング*
フロントセンターコンソール近くに携帯電話を置くと、ワイヤレスで

充電できます。

＊ オプション
※ 一部機種により利用できない場合があります。

Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（16スピーカー）*
3Dサウンドラウドスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーを
含む16個のラウドスピーカー、トータル出力705ワット15チャンネル
アンプ、フロントシート用の3Dサウンド機能から立体的で迫力ある
3Dサウンドを再生。Aピラーに追加されたラウドスピーカー、中音域用
スピーカー、そしてフラウンホーファー技術によるSymphoriaに
よって空間的な3次元感覚を再現。あらゆる音源で再生可能な
3Dサウンドは、まるでコンサートホールにいるかのような感動を
もたらします。

＊オプション

マルチカラーアンビエントライティング*
ドアポケット、センターコンソール、インストルメントパネル等、

インテリア各部のアンビエントライトを好みのカラーに変更し、

車内を彩ることができます。アウディドライブセレクトのそれぞれ

のモードに合わせたカラーも設定できます。

＊ Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line、A7 Sportback 55 TFSI quattro 
   Luxuryに標準装備。
   Audi A7 Sportback 45 TFSI quattroにオプション。

※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。

Equipment

パワーアシストパッケージ

電動チルト/テレスコピックスステアリングコラム
ステアリング位置を上下前後のお好みの位置に電動で調整で

きます。乗降時に自動的に上下する機能付き。

パワークロージングドア

サーボモーターのアシストによって、閉まりきっていないドアを自動

で引き付けロックします。勢いよくドアを閉める必要はありません。

〈装備内容〉

■電動チルト/テレスコピックスステアリングコラム
■パワークロージングドア

HDマトリクスLEDヘッドライト アウディレーザーライトパッケージ

〈装備内容〉

■レーザーマトリクスLEDヘッドライト

リヤコンフォートパッケージ

4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー
運転席、助手席、後部座席の左右それぞれで室温と風量を調節でき、快適な室内空間をもたらします。後部座席はタッチ式A/Cコントロール
パネルを装備。乗員認識機能により効率的な温度ゾーンを調節。

〈装備内容〉

■サンブラインド （リヤ）
■シートヒーター （リヤ）
■4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー
■エアクオリティパッケージ

アウディレーザーライト

車速約70km/hからLEDハイビームを補完し、照射距離がおよそ
2倍に伸びることでドライバーに格段の安全性と利便性を高めます。

55 TFSI quattro S line 55 TFSI quattro Luxury45 TFSI quattro 55 TFSI quattro S line 55 TFSI quattro Luxury45 TFSI quattro

45 TFSI quattro

55 TFSI quattro S line

55 TFSI quattro Luxury
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Audi Genuine Accessories
魅力的なカスタマイズで、あなただけのAudiを。

Audiの美しいスタイリングや高い実用性をさらに輝かせる、数々の純正アクセサリーをご用意いたしました。

Audiと過ごす時間をひときわ心地よく、さらに自分らしく。あなたにとってこの上なく魅力的なAudiに仕立ててください。

5アームラムスデザインアルミホイール装着車

2

4

1

3

4　5アームラムスデザインアルミホイール
8.5J-20､インセット30､PCD112mm
カラー：ブラック

3　フロアマット（コンフォートプラス）
パイルを基布に縫込む刺繍方式のタフテッド製法による、ボリューム感のある上質な仕上がり。

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

性も重視しました。

2　ビジネスケース
15インチまでのノートパソコンやビジネスツールの収納が可能なケース。助手席等に
シートベルトで固定する他、ショルダーバッグとして持ち運ぶことも可能です。

1　Audiユニバーサルトラフィックレコーダー
Audi専用デザインのドライブレコーダーです。専用アプリにてスマートフォン上で操作できます。
レーダー感知作動による駐車監視や、イベントの自動録画、GPSによる自車位置検知など、
多機能と高機能を兼ね備えています。

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。 写真は欧州仕様です。日本仕様と異なります。 詳細は専用のアクセサリーカタログをご覧ください。64 65
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保証 サポート 点検・メンテナンス

Audi Premium Automobile Insurance

※一般保証と一部保証範囲が異なります。

※お申込みは初回車検前までとなります。

※3年以内にAudiの新車へお乗換の際は移行が可能です。

※Audi CarLife Plus.をご契約されたお客様にはAudi Roadside Plus.が自動的に付帯されます。

フロントガラス損害補償

電話によるアドバイス、車両の牽引、車両の保管、メッセージサービス（ご家族へ、会社へ）、

路上応急処置（バッテリーチャージ、ガソリン補給など）、牽引後の代替交通・宿泊手配、

修理完了車両の引取・搬送、保険会社への連絡

※お申込みは初度登録から初回車検前までとなります。

※3年以内にAudiの新車へお乗換の際は移行が可能です。

法定1年点検　　　　 　法律により定められている点検項目（1年目と2年目）
メーカー指定点検　　　Audi社が指定する定期点検項目

Audi社が定める定期交換部品の交換、点検時の状態やディスプレイの表示による交換・補充
例：エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ブレーキ液交換、ブレーキパッド交換、

　　　 ウインドーウォッシャー液補充 など

「Audi Roadside Assistance」をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。

「Audi Freeway Plan」をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。

新車ご購入後3年間付帯されている「一般保証」をご希望により有償にて5年目まで延長できるプログラムです。
新車ご購入から60日以内のご契約がお得です。

Audi Roadside Plus.

Audi Freeway Plus. Light
Audi Freeway Plus.

Audi CarLife Plus.

一般保証　　　　3年

定期点検

塗装の保証　　　3年

部品・消耗品の交換・補充

サポート

24時間、365日のサポートを5年目まで

より安心より安全なメンテナンスを5年目まで

保証とサポートを5年目まで

Audiは保証、サポート、点検・メンテナンスを3年間無償で付帯いたします。 さらに2年間延長の保証、サポート、点検・メンテナンスプログラムです。

延長プログラム

Audi自動車保険プレミアムに無償で付帯されている「Audi Premium Care」は、ドアミラー、フロントガラス、タイヤパンクの損害を補償する
サービスプログラムです。「Audi Premium Care」を利用しても、自動車保険を使わなければ翌年の自動車保険のノンフリート等級には影響しません。

Audi自動車保険プレミアム

Audi Premium Care

※「Audi自動車保険プレミアム」にご加入いただいたAudiオーナーだけのプレミアムサービスです。※お車の修理はAudi正規ディーラーで行うことが前提となります。※修理費用の補償額には上限があります。※サービスの提供は上記いずれかの損害に対し、1年間に1回（長期契約の場合は保険年度ごとに1回）に限ります。※タイヤパンク損害補償については初
度登録から3年以内の車両が対象となります。※詳しくはお近くのAudi正規ディーラーまでお問合せください。

タイヤパンク損害補償ドアミラー損害補償

Audi Service Program

Audi Roadside Assistance 3年間のサポート

24時間365日専門のオペレーターが待機し緊急コールにお応えするので、万一の路上における故障の際でも安心です。

ベストコンディションでドライビングをお楽しみいただくための

ドイツ本国の厳しい安全基準と最新技術のメンテナンスサポートプログラムです。

Audi Freeway Plan 3年間の点検 .メンテナンス

部品の材質や製造技術上の問題で故障が発生した場合、正規ディーラーにて無料で修理いたします。

Audi Warranty 3年間の保証

有償

新車ご購入から3年間/走行距離無制限 （但し、業務用途車両は100,000km以内）

新車ご購入から3年間

※純正部品・純正アクセサリーの保証は購入日から2年間、錆穴の保証は新車登録日から12年間です。
※定期点検整備を実施し、正しい取り扱いを行った車両が対象です。詳しい内容は、保証書をご確認下さい。

初回車検
（有償）

3年目2年目1年目

無償

4年目 5年目
Audi confi gurator
Audiコンフィグレーター。価格シミュレーションで、あなただけのAudiを。

 ご希望のモデルに、ボディカラー、インテリア、ホイールなどの組み合わせを様々にお試し

 いただくことで、自分にぴったりの一台を見つけてみませんか。画面上でイメージを確認しな

 がら、お好みに合わせて自由にセレクト。カスタマイズした内容は印刷することができます。

> configurator.audi.co.jp

 Audiの情報はこちらから。

> audi.co.jp

Audi on Social Media
 いつでもどこでも、パソコンや携帯電話から、最新情報を入手。

 Audiの最新モデルの紹介はもちろん、海外モーターショーや国内イベント情報、ものづくり

 の哲学、そしてモータースポーツ活動などを、写真や動画で発信。ご利用のソーシャル

 メディアで、気軽にいち早くチェックしていただけます。

 > Audi Official facebook
 > Audi Sport Japan Official facebook
 > Audi Official twitter
 > Audi Official youtube
 > Audi Official LINE
 > Audi Official Instagram

 「アウディ ジャパン」もしくは「Audi japan」で検索

66 67

Audi configurator | Audi on Social Media Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance



20.2.000000.000●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2019年12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


