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刺激と感動。新型Audi RS6は、これらの感覚を呼び起こす強烈な

パワーと魅力を備えています。Audi ultraをはじめとするインテリジェ

ントなライトウエイト技術やRSモデルに相応しいダイナミックな走りを

支えるパワートレイン。新型Audi RS6は、心を揺さぶるほど優れた装

備を搭載しています。数値が物語る以上のドライビングプレジャーを、

ぜひ体感してください。

More
driving pleasure.

Less weight.

RS6
Audi RS 6 Avant
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Lower power-to-weight ratio.

ドライビングはさらにダイナミックに。新型Audi RS6の優れたパ

ワーウエイトレシオと、最高出力560PS（412kW）、最大トルク

700Nmがそれを可能にします。そして、4.0ℓ V型8気筒TFSIエン

ジンにより圧倒的パフォーマンスを生み出し、0-100km/hまでの加

速はわずか3.9秒*で達します。

さらに、効率面においても優れたポテンシャルを発揮します。気筒休止

システム シリンダー オン デマンドによって定速走行時などエンジンの

低負荷時に8気筒のうち4気筒を自動的に停止。その間もドライバー

は変化を気にとめることなく、スムーズな走行を愉しめます。また高効

率化で、CO2の削減にも大きく貢献します。

＊数値はメーカー測定値となります。

Higher 
torque.
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Audi RS 6 Avant

ほとばしるほどの情熱が感じられる力強いボディ。くっきりと明確に伸びる

ボディラインと個性的なデザインのバンパーがスポーティなフォルムを強調しま

す。フロントは、大型のエアインレットとマトリクスLEDヘッドライトを搭載し、よ

り凛々しく引き締まった表情に。リヤにはオーバル型の大径テールパイプトリム

やひと際目を惹くディフューザーインサート、そしてRSのロゴが施されたラゲッ

ジコンパートメントリッドが、ハイパフォーマンスモデルに相応しい風格を漂わせ

ます。

More
 feeling.

Less rationality.
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Audi RS 6 Avant

スポーティなセラミックブレーキ*がかいま見える21インチ5ツインスポークデザイ

ンアルミホイール*。ホイールアーチを強調し、サイドシルを拡張することで力強いサイド

ラインを明示しています。RSルーフエッジスポイラーがアスリートらしいリヤを演出。

Audiシングルフレームグリルやルーフレールはマットアルミ調に仕上げています。
＊オプション
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照明付きドアシルトリムとカーボンファイバー製の専用デコラティブパネル

が、インテリアをよりスポーティに演出します。ハニカムパターンが施されたバ

ルコナレザーのRSスポーツシートもご用意。シートは、ハードなドライビングにお

いても身体のサイドをしっかり支える形状になっています。アルミ調パドルシフ

ト付き3スポークのレザーマルチファンションステアリングホイールが、ハンドリ

ングとギアチェンジの愉しさを提供します。さらに、MMIタッチ付きMMIナビ

ゲーションを使用することで、様々な機能を直感的にコントロールすることが可

能です。

More exclusivity.

Fewer
effects.
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道路に対して優れたハンドリングを提供するスポーツサスペン

ションプラス。ショックアブソーバーを対角線上に油圧回路で結び、

その油圧をコントロールすることでボディの動きを制御するダイナ

ミックライドコントロール（DRC）を搭載しています。車体のピッチング

を大幅に抑え、優れたハンドリングを提供します。リヤ左右のトルク

配分を自在に変えるリヤスポーツディファレンシャルを備えたフルタ

イム4WDシステムquattroにより、優れたトラクションと卓越した

方向安定性を実現。妥協のない快活なドライビングが愉しめます。
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Audi RS 6 Avant

Audi RS 6 Avant  ［オプ ション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　エクステリアミラーハウジングは、カーボンとなります。　素材のイメージは、P38をご覧ください。
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ドライビングスタイルに合わせ、素早く正確なギアチェンジをサポートする8速ティプト

ロニック。ダイナミックシフトプログラムによって、トランスミッションが最適なタイミングで

ギアを変化させます。スポーツモードに設定すると、より力強く俊敏な走りが体感できる 

一方、変速比の幅を拡げることで効率を高めることも可能。また、アウディドライブセレクト

が個性に応じた走りを提供します。ボタンひとつでアクセル特性やステアリングシステム、

サスペンションなどを変更し、スポーティな走りから安定した走りまで好みに合った設定を

お選びいただけます。

Less
time lost.

More gears.

Audi RS 6 Avant  ［オプション装着車］   写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なります。　エクステリアミラーハウジングは、カーボンとなります。　素材のイメージは、P38をご覧ください。
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新型Audi RS6は、ダイナミクス、パワフル、そして多彩な走りを備えています。乗る度に

胸が高鳴り、走る度に悦びを体感する。言葉では表現しきれないほど様々なドライビングプレ

ジャーを、ぜひ心ゆくまで堪能してください。

Audi RS 6 Avant
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Innovations
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Vorsprung
durch

Technik.
世界は絶えず変化し続けています。テクノロジーはかつてない速さで進歩しています。その真っ直中にあって人々

により多くのチャンスが開かれています。Audiは、「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」という

指針のもと、Audi connect、quattro、Audi tron、Audi ultra、そしてデザインという5つのイノベーション

分野が一翼を担っています。人々の生活を豊かにするテクノロジーを届けるため、現在、そして未来に至るまで、

Audiはお客様の期待に応えるだけにとどまらず、懸命な努力を続けます。

Audi connect // The future of connected mobility.

quattro® // The future of all-wheel drive.

Audi tron // The future of CO2-reduced mobility.

Audi ultra // The future of effi  cient technologies.

Design // Reshaping the future.
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Audi Sport

Audi Sport:
Technologies

from
motor racing.

Transferred
to the road.

心震わすハイパフォーマンス。これほど刺激的な感覚を呼び起こす体験は他では得られません。モータースポーツへの

参戦からカスタマーサービスまで、アウディスポーツはモーターレースで培ったノウハウを活用し、数多の革新的テクノロ

ジーを乗用車に反映します。類い稀なるダイナミズムのために、ほとばしる情熱をもって、日々取り組んでいます。
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Intelligent performance
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Maximum
power.

Put to
maximum use.

The TFSI® engine.

安定したパワートレインは、最大出力560PS（412kW）、最大トルク700Nmを誇る4.0ℓV型8気筒TFSIエンジン

から生まれます。Audi RS 6 Avantの0-100km/h加速に要する時間はわずか3.9秒*1。その最高速度は

250km/h*2（電子制御リミッターより制限）に達します。

Audiシリンダー　オン　デマンドが、インテリジェントなパフォーマンスを披露します。低負荷時の場合、全8気筒のうち

4気筒のみが作動。すなわちAudiバルブリフトシステムが各サイドの2気筒の吸排気バルブを閉じ、インジェクションとイ

グニッションをオフに。この間、エンジンはオンの時と同じように静かに回り続けます。結果、吸気されることなく、燃料も

消費されないため、燃費とCO2排出量の数値が格段に向上。4.0ℓV型8気筒TFSIエンジンも、スタートストップシステ

ムやエネルギー回生システムを搭載しています。全エンジンの速度範囲で自然な対応と並外れたパワーを供給します。

高性能エンジンに相応しい、高い変速性能と伝達効率を備えたオートマチックトランスミッション、8速ティプトロニック。

スムーズかつフレキシブルなギアチェンジを可能にします。さらにDSP（ダイナミックシフトプログラム）から、最適なエ

ンジン速度範囲でギアチェンジを行い、機敏な操縦を愉しみながらも、パワーフローのロスを削減。ティプトロニックに

はスポーツプログラム（S）を搭載していますが、マニュアルモードでよりダイナミックなドライブを堪能できます。

＊1数値はメーカー測定値となります。
＊2「ダイナミックパッケージ プラス」装着車は、最高速度305km/hとなります。
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quattro®

Superlative
roadholding.

quattro® permanent
all-wheel drive.

群を抜いて優れたトラクション、磨き抜かれたハンドリングダイナミクス、そして抜群の走

行安定性。それがAudi 独自のフルタイム4WDシステムquattroです。すべてのエンジ

ンパワーをこれほど容易に路面に伝える駆動方式は他にありません。ドライブトレインの

中心機構は、ロック機構付きセンターディファレンシャル。通常時は前後軸を40:60に配

分し、高い運動性能を確保しています。駆動輪のスリップなどが起きた際には、必要に応

じて70:30から15:85まで変化。4輪それぞれに最適なトルクを配分することで、運転

状況に応じて駆動力が各輪に分配伝達されます。この機構の特筆すべき点は、不要なホ

イールスリップが発生する前にトルク配分の変更が行われること。またヨーモーメントが

発生しやすくなり、旋回性能を向上。結果、正確にコントロールされたスポーティなハンド

リング、素早い旋回性能と卓越したトラクション性能を両立します。
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Dynamics
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Bending the
road to your will.

RS suspension and brake systems.

RS suspension
Audi RS 6 Avantに搭載されたDRC（ダイナミックライドコントロール）

付きRSスポーツサスペンションプラス。スチール製のバネとショックアブ

ソーバーが油圧制御により、ピッチとロールの傾きを軽減します。対角線

上に配置されたダンパーはオイルパイプと中央のバルブを通じて連結。

例えば、コーナーを高速で旋回する際にダンパーがそれぞれ異なる沈

み方をした場合、バルブが沈み込んだホイールへのオイルフローを高め

ます。沈み込みを押さえることでローリングを抑制し、よりダイナミックなド

ライビングが愉しめます。また、フロントアクスルには5リンク式サスペ

ンションを、リヤアクスルにはセルフトラッキング機能付きトラペゾイダ

ルリンク式を採用。車重を軽減し、バネ下重量を低く抑えるため、多くの

車載コンポーネントがアルミ製です。

RS特有の特性曲線を持つパワーステアリングが、さらなるダイナミズム

を生み出します。ローポジション構成により、ステアリングフォースがほ

んの短距離で各ホイールに伝えられるため、自然なステアリングレスポ

ンスと路面からの正確なフィードバックが得られ、カーブでもスムーズに

走行。またこのステアリングは直線走行時にはほとんどのエネルギーを

必要としないため、燃費の向上にも寄与します。

Brake systems
Audi RS 6 Avantは、19インチRSブレーキシステムを標準

装備。フロントの対向6ピストンキャリパーがウェーブブレーキ

ディスクをパワフルにホールドします。波形の外形をした鋳造

ディスクローターが、スチールピンでアルミ製ブレーキチャン

バに接続。いわゆるフローティングマウントによりディスクロー

ターがほとんどテンションフリーであり続け、高温にさらされた

場合でも安定性を保ちます。さらにドリルドディスクが高い冷

却性を確保するので、ディスク内のベンチレーション機能が高

まり、ブレーキディスクの性能がさらに向上。マテリアルの絶

妙な組み合わせとディスクローターの特長的な形状、そして

重量削減とバネ下重量の調整がダイナミックで安定性の高い

走りを叶えます。

オプションの20インチセラミックブレーキは、より厳しい積載

重量にも耐えます。強度の高いカーボンファイバーと炭化ケイ素

からなるセラミックス製ブレーキディスクを搭載。結果、耐摩耗性

に優れ、軽量化を実現し、フェード現象を大幅に抑えつつ長

い耐用年数を誇ります。
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Audi drive select

ドライブスタイルが自在に変えられるAudiドライブセレクト。ボタンひとつで個々の車載コンポーネントを加減すること

が可能です。例えば、アクセルペダルの特性曲線、エグゾーストフラップコントロール、ギアモード、サスペンションダン

パー調整、電動パワーステアリングのステアリングトルク等の設定をドライビング状況に合わせて統合制御。様々な設

定を含む4つの異なるモード（オート、コンフォート、ダイナミック、インディビジュアル）が選べます。バランスのよい快適

な走りを実現するオートモード。長距離ドライブなど、穏やかな走行を愉しみたい時に最適なコンフォートモード。より積

極的なスポーツドライビングに適したダイナミックモード。インディビジュアルモードはドライバー自身が各セッティングを

個別に設定できるモードです。

さらに様々なシステムから加減することができます。例えばDRC（ダイナミックライドコントロール）付スポーツサスペン

ションプラスのショックアブソーバーの特性曲線は、3段階で調整可能。コンフォートモードによるバランスのとれた挙動、

ダイナミックモードによるダイレクトな反応、そして速度に応じてステアリングレシオを調節するダイナミックステアリン

グを変化させることも可能です。アウディドライブセレクトのモード選択が、パワーステアリングのアシスト量とその割合を

調整し、速度を変化させます。スポーツディファレンシャル付quattroも、リヤホイール間の駆動力の配分を無段階に

することが可能。このトルク操作がステアリングの動きに作用し、敏捷性を一段と高めます。アダプティブクルーズコン

トロールの反応も徐々に、さらに自然に設定することができます。

Reach your
destination.

The way
you want.

Audi drive select.
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Exterior

Your Audi is painted not just once.
But several times.
乗る人の個性をあますことなく引き出すAudiのボディカラー。優れたクオリティによって美しく形作ら

れたボディラインを損なわないよう、髪の毛ほどの厚みに仕上げています。乗る人を晴れやかな気持

ちにさせるだけでなく、環境の影響や摩擦からボディを保護します。
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Metallic paint finishes Pearl effect paint finishes Crystal effect paint finishes Matt effect paint finishe

グレイシアホワイト メタリック *

セパンブルー パールエフェクト *

ミサノレッド パールエフェクト * プリズムシルバー クリスタルエフェクト * デイトナグレー マットエフェクト *

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 * デイトナグレー パールエフェクト * パンサーブラック クリスタルエフェクト *

＊ オプション　 ※ボディ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。

Body Colours
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Exterior

Quality given form.
And a brilliant finish.
Audi wheels.
Audiのホイールは乗る人すべてに安全と安心を提供するため、細部に至るまで厳しい専用試験を行い、

通過したものだけを採用。硬度を図る試験や、錆び止め性能の高さを保証する実験などを実施していま

す。こうした過酷な手段を用いることで製品の耐久性を追求し、最高品質であることを保証。また、ホ

イールデザインも豊富に取り揃えています。
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アルミホイール7ツインスポークデザインポリッシュト9.5Jx20＋
275/35R20タイヤ

アルミホイール5ツインスポークデザイン9.5Jx21＋285/30R21タイヤ
（Audi Sport）*

アルミホイール5ツインスポークデザインハイグロス ポリッシュト9.5Jx21
＋285/30R21タイヤ（Audi Sport）*

アルミホイール5ツインスポークデザインチタンルックポリッシュ9.5Jx21
＋285/30R21タイヤ（Audi Sport）*

＊ オプション

Wheels & Tires
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Audiのシートに座ると、それがいかに特別なものか感じ取れます。高品質の素材と卓越した職人技から生まれたフロントシートとリヤシートから、上質な心地よさ

を直に感じていただけます。たとえどのシートの素材を選んでも、それがベストな選択であることは間違いありません。

手動高さ調整式
シートベルト

手動高さ調整式
シートベルト

一体型ヘッドレスト

手動高さ調整式ヘッドレスト

RS6エンボス加工ロゴ

バックレストサイドボルスター
空気圧調整式
バックレストサイドボルスター

4ウェイ電動ランバーサポート 空気圧調整式
ランバーサポート

シートサイドボルスター 空気圧調整式
シートサイドボルスター

伸縮式サイサポート 電動調整式サイサポート

電動リクライニング 電動リクライニング

電動シート高さ調整機能
電動シート高さ調整機能

電動シートアングル調整機能 電動シートアングル調整機能

電動シートポジション（前後）
調整機能

電動シートポジション（前後）
調整機能

ブラック／ブラック［バルコナレザー］

Interior

RSスポーツシート コンフォートシート

［オプション］

Leather

Seat Colours

Premium quality you can rely on.

ブラック／ブラック［バルコナレザー ハニカムステッチング］ ブラック／ロックグレー［バルコナレザー ハニカムステッチング］ルナシルバー／ロックグレー［バルコナレザー ハニカムステッチング］
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Decorative Inlays

スポーティな雰囲気を強調するAudiのデコラティブパネル。ダッシュボードやセンターコンソール、ドアシルリムなどに上質なマテリアルを採

用しています。ハイクオリティな品質と確かな技術が融合することで、より洗練されたインテリアに仕上げます。

Experience fascination.
Down to the last detail.

カーボンファイバー
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Equipment

Standard Equipment  標準装備

MMIナビゲーション
多彩なインフォテインメントをシンプルで直感的にコントロールできるテ

クノロジー。ラジオやテレビの他、DVDドライブ（MP3、WMA、AAC、
MPEG-4に対応）で音楽CDとDVDビデオの再生を行います。多彩な
観光情報を載せた3Dマップも表示。Bluetooth®で、ハンズフリーモード
やオーディオストリーミングも可能です。

※ Bluetooth®接続には対応する携帯電話が必要です。（一部機種により利用できない
場合があります。）※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。※画面はイメージ画像です。

Audi connect
MMIナビゲーションを通じて操作が可能なグローバルネットワーク。ボタン
を押すだけで、車両に搭載したデータモジュールを介して、目的地を調べ

たり、知りたい情報にアクセスできます。また車両全体がWi-Fiスポットに。
モバイル機器によるインターネットの接続が簡単に行えます。さらにAudi 
connect navigatorで専任オペレーターを介しての施設検索やホテルの
予約手配サービスも提供します。

ナイトビジョン

夜間走行時に周囲を表示することでドライバーをアシストします。人や

大型の動物は、DIS（ドライバーインフォメーションシステム）で黄色に
ハイライト表示。それらが動いたり、その位置から潜在的リスクがあると

システムが判断したりすると、マーキングが赤色に変化して三角の警告

マークが現れ、警告音が鳴ります。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

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 
パドルシフト フラットボトム
アルミ調パドルシフトとRS 6エンブレム、フルサイズエアバッグ付き。
フラットボトムのステアリングホイールのリムは穴あきレザーで覆われ、

ロックグレーのコントラストステッチが施されています。車両に搭載した

インフォテインメント機能を操作できます。また、高さと奥行きの調整が

可能です。

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
温度、風量、配分を電子制御。運転席と助手席それぞれで温度調節を

行います。フロントおよびサイドウインドウのデフロスターノズルを使った

換気や、オートマチック再循環モード、太陽光に応じた制御、複合微粒

子フィルターを装備。さらに、フロントとリヤにデジタル表示のエアコンコ

ントロールを追加。リヤは左右それぞれの温度調節と、送風設定や風

量の調整も行います（リヤの空調機能はフロントのエアコンコントロール

からも調整が可能）。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

マトリクスLEDヘッドライト
昼に近い光で正確に道路を照射するLEDヘッドライトを、カメラによっ
て解析されたマトリクスデータに基づいて調整します。対向車や前方の

車両を直接照らすことを避け、必要に応じて周囲の人や車をピンポイン

トで照射。ロービーム、ハイビーム、ポジショニングライト、ハイウェイライ

ト、インジケーター、コーナリングライトの他、LEDテクノロジーによるオー
ルウェザーライトを装備しています。ハイウェイライトは約110km/h以
上の速度になると自動的に照射範囲を拡大。前方へのライティングは

ダイナミックに調整され、よりワイドな視界をドライバーに提供します。ま

た、ナイトビジョンによって歩行者を検知。特定のLEDが短く3回連続し
て点灯し、明確にマーキングします。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

アンビエントライティング

MMIで設定できるアンビエント照明。すべてのドアの遅延消灯や有接
点スイッチの他、グローブコンパートメントやラゲッジコンパートメント、ア

クティブドアリフレクターに設置されています。運転席と助手席の防眩ラ

イティングにはLED技術を採用。フロントとリヤの読書灯やメイクアップ
ミラー、センターコンソール、ドアポケット、ドアシルトリムなどに設置され

ています。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

ストレージパッケージ

荷室フロアに固定具を取り付けるラゲッジコンパートメントネット、リヤに

12V電源ソケットを付属しています。

LEDリヤコンビネーションライトダイナミックインジケーター
ブレーキライトやテールライト、リヤフォグライト、ターンインジケーター、

リヤナンバープレートライトにLEDテクノロジーを採用。白色のリバース
ライトがつくほか、RSルーフエッジスポイラーにサードブレーキライトを
設置しました。LEDリヤライトと同様の機能に加え、ダイナミックで視認
性の高い照明パターンを展開するターンインジケーターを搭載。ミリ秒

単位の間隔で順次発光し、クルマが曲がる向きに内から外に流れる光

のパルスを作り出します。他の道路利用者に向けて特徴的なシグナル

を発します。

ダイナミックステアリング

車線変更や駐車やコーナリングにおいて、システムが走行状況に合わ

せてステアリングをダイナミックに調整し、快適性とハンドリングを向上

させます。操舵力の変化に加え、操舵角（ステアリングレシオ）を最大

100％変化。素早いレスポンスを可能にするESC（エレクトロニックスタ
ビリゼーションコントロール）を介してクルマの安定性をサポートします。

エクステリアミラーハウジング カーボン
エクステリアミラーは、スポーティなRSの装いに適したカーボンを採用し
ています。

※仕様のイメージは、実際とは異なる場合があります。

Equipment
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Special Optional Equipment  スペシャルオプション

アウディサイドアシスト

車線変更が危険であると判断すると、その車線側のエクステリアミラー

がLED表示して警告。2つのレーダーセンサーが後方サイドから近づ
く車を検出し、距離と速度差を測定します。アウディサイドアシストが 
時速約30kmから250kmの範囲で起こり得る追突を検知します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

 
ヘッドアップディスプレイ

アシスタンスシステムに関する情報、ナビゲーションの指示、警告を、ド

ライバーの直接視界に入るフロントウインドウ上に必要に応じて投影し

ます。マルチカラーで表示され、高さ調整も可能です。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

アウディアクティブレーンアシスト

緩やかなステアリング介入によってレーンからはみ出さないようサポート

します。レーン追従アシストは、方向指示器を出さずに検出した車線を

越えようとすると作動します。システムは時速60～ 250km/hの速度
でアシスト。必要に応じてステアリング振動の調整が可能となり、ヘッド

アップディスプレイに表示されます。ステアリングコラムのインジケーター

レバーに装備されたボタンで作動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

パークアシスト

超音波センサーを使用し、道沿いの適切な駐車スペースを探します。

出入りの際、自動ステアリング操作を行うことで駐車をサポート。直角 
スペースへの経路や縦列駐車スペースへの入出経路を計算します。 
サラウンドビューモニターがステアリング角度に応じてクルマの横にある

障害物に警告を発します。リヤビューカメラまたはサラウンドビューカメラ

と併用。センターコンソール上のボタン操作で作動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

アウディホールドアシスト

一般的な勾配の上り坂や下り坂の途中で停止した場合、その状態を維

持します。システムはボタンを押すと作動し、坂道発進をスムーズに行

います。

DIS（ドライバーインフォメーションシステム）カラー
ドライバーインフォメーションシステムの情報を高解像度カラーディスプ

レイに読み取りやすく表示。RSには、シフトライト、チャージ圧力、油温、
ラップタイマーが表示され、ステアリングホイールでの操作が可能です。

アテンションアシストを含み、ドライバーの注意力が低下したと判断した

場合、音響信号と視覚警報を発します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。
※画面はイメージ画像です。

アダプティブクルーズコントロール

レーダーセンサーを使い、前方のクルマを検出。前車との距離をブレー

キまたはアクセル操作によりほぼ一定に保ちます（制御範囲は0～
250km/h）。ドライビングモードは4つのレベル（エフィシェンシー（効
率）、コンフォート、ダイナミック、オート）から選択。前車に衝突する

危険が差し迫ると、ブレーキアシストによって警告します。必要に応じ

てブレーキングまたはドライバーによるブレーキ操作を後押し。さらに

30km/h以下の速度で走行中、停止または走行しているクルマに衝突
する危険がある場合、ブレーキングが始動します。

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。

パノラマサンルーフ*
電動で天井の前方ガラスが開きます。ティンテッドガラスインサート、電

動サンブラインド、そしてキーで便利に開閉できる機能を装備。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

※写真はAudi A6 Avantでのイメージ写真です。

Bang & Olufsen アドバンストサウンドシステム*
センタースピーカーとサブウーファーからなる15個のラウドスピーカーが
魅惑の5.1サラウンドサウンドを再現。内蔵された5つのICE Power出
力部を持つ高効率な15チャンネルDSP搭載フルデジタルアンプは総
合出力1200W。自動で音響レンズを調整するので、どの座席でも優
れたサウンドパフォーマンスと奥行きのある音が楽しめます。

＊オプション

※写真はAudi A6でのイメージ写真です。
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

History
モータースポーツへの挑戦こそ、Audi進化の原動力。
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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。

2014

第82回ルマン24時間
耐久レースにて13度目の優勝。
5連覇を達成。

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。

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。

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。

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。

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。
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Audi configurator | Audi on Social Media | Audi Personal Online Assistant

Audi configurator
コンフィグレーターで、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 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、ビデオチャットまたはテキスト

チャットを使ってリアルタイムでお答えするサービスです。お車についてのご質問はもちろん、 
最寄りのディーラーや試乗のお申し込みなどについてもその場でお答えし、お客様のクルマ

選びをサポートします。

> www.audi.co.jp/poa

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
“技術による先進”を、インターネットで。

AudiのファンやオーナーたちとFacebookやInstagram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。

> facebook.com/audi.jp
> twitter.com/AudiJapan
> youtube.com/AudiJPKK
> gplus.to/AudiJapan
> instagram.com/audijapan Audi YouTubeチャンネル
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Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance

Audi Service Program Audiのサービスプログラムは3年間無償。さらに2年間の延長プログラムをご用意し、あなたのAudiライフにより確かな安心をお届けするために、
きめ細やかなアフターサービスでAudiゆえの信頼にお応えします。 ※各プログラムの詳細はアウディ正規ディーラーまでお問い合せください。

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または製造技術上に起因する故障が発生した場合、

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。

アクシデントは時間と場所を選びません。でも、大丈夫。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。

いつでもベストコンディションで最高のドライビングを。

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

アウディ自動車保険プレミアム独自のサービスプログラム「アウディ プレミアムケア」で、お車のボディやガラスへの損害を補償。
「アウディ プレミアムケア」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。

無償 ［保証・サポート・点検・メンテナンス］ 有償 ［延長プログラム］

Audi Warranty

Audi Emergency Assistance Audi Emergency Plus.

Audi CarLife Plus.

Audi Freeway Plus.Audi Freeway Plan

Audi Premium Care

一般保証

塗装の保証

純正部品の保証

錆穴の保証

サポート

法定1年点検      

メーカー指定点検

指定部品の交換

ロングライフサービス

指定消耗品の交換・補充

3年間の保証無償 保証とサポートを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

24時間、365日のサポートを5年目まで3年間のサポート無償

3年間の点検.メンテナンス無償

新車登録日から3年間/走行距離無制限

新車登録日から3年間

部品購入日から2年間〈純正アクセサリーを含む〉 純正部品購入［例：2年目（1年9カ月）で購入の純正部品は、4年目（3年9カ月）まで保証］

新車登録日から12年間

法律により定められている点検項目 法定1年点検      法定1年点検      

メーカー指定点検（または、30,000Kmごと）

ブレーキ液交換
ダスト、ポーレンフィルターの交換（または、30,000Kmごと）Audi社が定める定期交換部品の交換

ディスプレイに自動表示時

点検時の状態により

アウディ自動車保険プレミアム

Audi社が指定する定期点検項目（法定1年点検と重複する項目は除く）

〈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〉

〈エンジンオイル補充〉〈ワイパーブレード交換〉〈ブレーキパッド交換〉〈 ウィンドウォッシャー液補充〉　　　
〈ライトバルブ類（全て）（バルブ切れ時）〉〈リモコンキーバッテリー交換〉

〈エンジンオイル交換〉〈エンジンオイルフィルター交換〉
〈サービスインターバルディスプレイのリセット〉〈ブレーキパッドの厚さ点検〉

※アウディ正規ディーラーでお車をご購入、「アウディ自動車保険プレミアム」にご加入いただいたアウディオーナーだけのプレミアムサービスです。 ※車の修理はアウディ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。 ※サービスの利用はサービス期間中、上記サービスのいずれか1回までとなります。 ※詳しくはお近くのアウディ正規ディーラーまでお問合せください。

Audiが開発した、点検時期などを
走行状況により自動表示するサービス

Audiオーナー向けスマートフォンアプリ。
トラブルが起きた際最寄りのAudiディー
ラー検索などを行うことができます。

1年目 > > > > > > 2年目 > > > > > > 3年目 > > > > > > 4~5年目

Audi Premium Automobile Insurance

ボディガードサービス
（小額修理補償）

フロントガラス
損害補償

タイヤパンク
損害補償

Audi Aluminium Body Shop

アルミニウムボディのリペアは

Audi正規ディーラーへご用命ください。

ドイツのAUDI AGが指定する10日間のトレー
ニング（TÜV：技術検査協会認定）を受講し、
アルミニウムボディリペアの実施許可の認定を

受け修了し、さらにアルミ溶接のテストに合格した

スペシャリストがリペアいたします。



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。

●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2015年7月現在のものです。

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）

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。

16.1.000000.000

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


