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圧倒的パワーとダイナミズム、そしてセンセーショナルなデザイン。

多彩な表情で多くの人を魅了する正真正銘のスポーティネス、The 

Audi RS Q3。比類なきドライビングエクスペリエンスで、すべてのドラ

イバーをインスパイアします。

プレミアムSUVが継いだ、
レーシングスポーツの血統。
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ディテールの一つひとつまでこだわり抜いたスポーティネスな個性。ハイグロス

ブラックのハニカムグリッドとマットアルミ調フレームを組み合わせたシングルフレーム

グリルや、オーバル形状のテールパイプを備えた専用エグゾーストシステム。さらにリヤ

の表情を引き立てるルーフエッジスポイラーやディフューザーなど、RS専用として磨き

上げられた独特のデザインは、見るほどに自信に満ち溢れています。

紛れもないスポーティネス。
自信に満ち溢れたスタイリング。
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Audi RS Q3 ［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



インテリアの隅々に息づいたスポーティネス。ファインナッパレザーのフロント

スポーツシートは、エンボス加工によって施されたRS Q3のロゴが配されています。

さらに、フラットボトムタイプのスポーツステアリングホイールや、アルミ調のパドルシフトと

ペダル、ロゴ入りのドアシルプレートなど、RS専用デザインの装備の数々がコックピット

を魅力的に彩ります。

スポーツドライビングのために
彩られたインテリア。

08  ※掲載の自転車・ヘルメットはイメージです。アウディジャパンでの取り扱いはございません。また、写真は欧州仕様車です。一部、日本仕様と異なる場合があります。
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228kWのパワーを誇る2.5リットルエンジン。ドライバーの意のままの走りに

応えるアウディ ドライブセレクト。パワーを途切れさせることなく迅速なギアチェンジ

を可能にするSトロニック。さらに、車高を低く保ち、よりスポーティな走りを実現する

RSスポーツサスペンションなど。様々に高められたドライビングダイナミズムが、

Audi RS Q3に無限の可能性をもたらします。

無限に拡がる可能性。
高められたドライビングダイナミズム。
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Audiの革新的ライトウエイトテクノロジー、Audi ultra。それは、単なる

軽量素材の組み合わせではなく、最先端の軽量素材の開発をはじめ、

より合理的な設計への見直しまでを含めた製造プロセスすべてを統合的

にまとめたコンセプトの総称です。Audi RS Q3には、この革新的ライト

ウエイトテクノロジーがふんだんに採用されています。ボディには低重量と

高剛性を兼ね備えたスチール製シェル構造を採用。ボンネットとテール

ゲートにアルミニウムを使用するなど、適材適所の素材の組み合わせに

よりさらなる重量削減を達成しています。それぞれのライトウエイトコン

ポーネントは、他のコンポーネントにも影響し、サイズダウンへとつなが

ります。その結果、さらに高効率なクルマの開発が実現します。数値で

見ると、100kg軽いクルマは100kmあたり最大0.3リッター *の燃料

節約をもたらします。 *数値はメーカー測定値となります。

*数値はメーカー測定値となります。

リードを大きく拡げる、グラム単位の軽量化。

Audi ultra

ハイパフォーマンスモデルには、それに相応しいトランスミッションが必要

です。Audi RS Q3には、素早いギアチェンジと高効率なドライビング

をもたらすデュアルクラッチトランスミッション、7速 Sトロニックを採用

しています。Sトロニックは2つのトランスミッションで構成され、どちらも

常に作動しながら一方だけがエンジンに接続されています。ギアチェンジ

はわずか100分の数秒ほどで行われます。非常に正確で、素早く滑らか

に作動します。そして、これほどのダイナミックなテクノロジーを駆使しな

がらも、Sトロニックは非常に効率的です。ハイレベルな効率性が燃費と

排出量の低減にも貢献しています。

瞬速のデュアルクラッチトランスミッション。

S-tronic®

圧倒的なドライビングパフォーマンスをもたらす2.5リッターTFSIエンジン。

排気量 2,480ccのエンジンは最高出力 228kW（310PS）、最大

トルク420Nmを発生。0-100km/hまでは 5.5秒 *で加速し、高い

スプリント能力を発揮します。ターボチャージングと直接燃料噴射という

2つの先進テクノロジーの組み合わせは、高出力でありながらも優れた

効率性を実現。さらに、より高効率なクルマを追求し、インタークーラー

を設置しています。

真のハイパフォーマンスを叶える、2.5リッター TFSIエンジン。

2.5ℓ TFSI®

Technology

12



優れた操作性と安定性を誇るRSスポーツサスペンションを搭載。正確

なステアリング特性と秀でたグリップ力、より高い敏捷性を実現してい

ます。フロントアクスルにはアルミニウム製のウィッシュボーンを使用した

マクファーソンストラット式サスペンションを搭載。優れた安定性、正確な

コーナリング、ダイレクトなステアリングレスポンスを実現しています。リヤ

アクスルのサスペンションは 4リンク式を採用し、コイルスプリングと

ダンパーを別々に設置。敏捷性と安全性を得るために横方向への剛性を

高めています。加えて、スプリングとダンバーの特性曲線をAudi RS Q3

に適合させることで、ハイパフォーマンスモデルに求められるダイナミック

な要求を満たします。さらに、ブレーキには18インチRSブレーキシステム

を搭載。ブレーキディスクが高温になった場合でもパフォーマンスを維持

します。また、アルミニウムの採用とウェーブディスク形状によって軽量化

を実現し、バネ下重量の軽減に貢献しています。

RSの称号に相応しい、トップアスリートの走り。

Audi RS Q3に標準装備されたAudi独自のフルタイム4WDシステム、

quattro。エンジンの圧倒的パワーを余すことなく路面へと伝えます。

片方のアクスルの車輪が空転しそうになると、駆動力は別のアクスルに

供給。Audi RS Q3では、油圧アクチュエータを組み合わせた電子制御

式マルチプレートクラッチがこれを実現し、駆動トルクを必要に応じて

前後のアクスルに配分するのを可能にしています。このシステムの素早い

レスポンスと反応時間の速さには目を見張るものがあります。卓越した

グリップ力が生むロスの無い俊敏な加速、スポーティなハンドリング、

さらには直進安定性や安全性など、快適なドライビングをもたらします。

圧倒的パワーを意のままに操る、独創の4WDテクノロジー。

Audi RS Q3に、アウディドライブセレクトを標準装備。ボタンひとつで

走行特性を切り替え、ドライバーの好みにあわせたドライビングが愉しめ

ます。モードは3タイプから。Audi RS Q3のスポーティな走りを愉しむ

オートモード、長距離ドライブに最適なコンフォートモード、よりアグレッ

シブに力強い走りを味わうダイナミックモードからお選びいただけます。

ボタンひとつで、走りのテイストを選ぶ歓び。

Suspensions/Brake system

Audi drive select

quattro®

写真は一部、日本仕様と異なる場合があります。  13



Equipment 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。

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。

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。

パドルシフト付本革巻き 3スポーク 

マルチファンクションスポーツフラットボトム
ステアリングホイール (RS Q3専用)

RS Q3のロゴが施されたアルミ調のパドルシフトを装備しま

した。レザーカバーはロックグレーのステッチで彩られた美し

いデザイン。フルサイズのエアバッグを搭載し、高さやリーチ

の調節も可能です。インフォテインメント機能も手軽に操作

できます。

BOSE サラウンド・サウンドシステム

ダッシュボードに搭載されたセンタースピーカーとスペアホイール

収納部のサブウーファー、総出力465ワットの10チャンネル

アンプ、重厚感あるベース音を含む14スピーカーで、臨場感

あふれるサラウンドサウンドを体験できます。5.1chサラウンド

サウンドの再生は、MMIナビゲーションプラスとの連動に対応

します。

本革（ファインナッパ）ダイヤモンドステッチング*

ダイヤモンドパターンステッチングが施されたスポーツシート。

ブラックとロックグレーのカラーを組み合わせたファインナッパ

レザーが、よりスポーティな魅力を引き立てます。

＊オプション

パノラマガラスサンルーフ＊

2枚のガラスで構成され、電動で開閉します。開閉は外から

でもリモートコントロールキーを使用して行うことができます。

光に包まれた心地よい空間をつくり出し、外気を室内に送り

こむことでより快適な環境が約束されます。

＊オプション

MMI 3G Plus

高解像度7インチカラーディスプレイにHDDナビゲーション

システムを採用したマルチメディアインターフェイス。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ースなど、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。

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、ウインカーには消費電力の

少ない長寿命のLEDを採用。素早く点灯し、後方のドライ

バーにいち早く知らせることができます。白色のライト、リヤ

フォグライト、スポイラーのブレーキライトにもLEDが使用

されています。

ドアシルプレート（RS Q3専用）

高品質なアルミ素材を使用したドアシルプレート。乗り降り

の際、足元をスポーティに演出します。

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用に耐久性に優れたガス放電技術を

採用。道路をむらなくより広い範囲で照らします。また、自動

ダイナミックヘッドライトレンジコントロールが対向車のドライ

バーの眼のくらみを軽減します。さらに、LEDと光ファイバーを

組み合わせることでライン状の光を放つLEDポジショニング

ライトも備えています。

14



ESCありESC無し

EPB （エレクトロメカニカルパーキングブレーキ）

再発進アシスト機能とエマージェンシーブレーキング機能を兼備

したのがEPBです。発進時には、パーキングブレーキを自動的

に解除。また坂道では自動解除機能により車両が後退せず、

スムーズな発進をサポートします。そして停車中にブレーキ

ペダルから足を離しても、アウディ ホールドアシスト機能により

アクセルペダルを踏み込むまでブレーキ油圧が保持されます。

その後、長時間停車した場合はEPBに切り替わります。

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、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。さらに、リヤサイド

エアバッグも装備しています。

アウディ パーキングシステム（リヤビューカメラ付）

車両の前方、後方をモニターし、車両後方の映像をMMI

ディスプレイに表示。ダイナミックディスプレイモードに設定

することで、障害物との距離や駐車の際の目安線、予測進

路線、さらに縦列駐車時には反対側にハンドルを切るタイミ

ングが画面に表示されます。

5アームローターデザイン マットブラックアルミホイール
（8.5Jx20）＋255/35 R20タイヤ*

＊オプション

5ツインスポークVデザイン アルミホイール（8.5Jx20）
＋255/35 R20タイヤ

アドバンストキーシステム

身につけていれば、センターコンソール上のスタート／ストップ

ボタンを押すだけでエンジンのスタート、ストップに対応します。

また、ドアハンドルのセンサーに反応させることで外からの施錠

／解錠も可能です。さらに、ドアがロックされている場合でも、

ラゲッジの開閉に対応します。

※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。

※写真は欧州仕様車です。

ESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）

さまざまなセーフティ機能と連携し、操縦安定性を統合的に

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。スポーツモードを

搭載し、2段階に分けて解除することも可能です。

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。

＊「アシスタンスパッケージ」としてセットオプション。

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。
※掲載のイメージ画像は欧州仕様車のAudi Q3となります。

＊「アシスタンスパッケージ」としてセットオプション。

アウデイ 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。

※掲載のイメージ画像は欧州仕様車のAudi Q3となります。

＊「アシスタンスパッケージ」としてセットオプション。

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。  15



Colours

Body Colours ボディカラー

アマルフィホワイト （Y5） グレイシアホワイト メタリック *1 （2Y） アイスシルバー メタリック *1 （P5）

サモアオレンジ メタリック *1 （J0） デイトナグレー パールエフェクト *1 （6Y） ミサノレッド パールエフェクト *1 （N9）
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ファントムブラック パールエフェクト *1 （L8）

セパンブルー パールエフェクト *1 （E9）

（UB） （QO）

（5MB）

*1 オプション

ブラック／本革（ファインナッパ）

（UB）ブラック［ダイヤモンドステッチング］／本革（ファインナッパ） *1

シルバー／本革（ファインナッパ）

カーボン

Seat Colours シートカラー

Decorative Inlays デコラティブパネル

※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。  17



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。

18
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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。
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14.1.140307.000●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2014年3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）


