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Audi S1 | S1 Sportback

Great
sport /
軽快に、俊敏に、都市に旋風を巻き起こすスポーティネス。

駆ける度に、人を惹き付けてやまないフルタイム4WDシステム、Audi quattro®。

さらに、類い稀なる敏捷性を発揮し、ベンチマークとなるパフォーマンスと心を捉えて

離さないデザインをプラス。それが、よりいっそう進化をとげたAudi SモデルのDNA

を継いだハイパフォーマンスモデル、Audi S1/Audi S1 Sportbackです。思い描いた

走りを行く先々で愉しめます。



03Audi S1 Sportback/Audi S1  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback

Great
drive /

Audiでしか味わえない、卓越のドライビングフィール。

路面へのグリップ力を4輪すべてに伝えるフルタイム4WDシステム。それが、quattro®

です。いっそう良好なトラクションをもたらし、優れたコーナリング、走行の安定性、心地

よいフィーリング、そして傑出したダイナミクスを実現。さらに走りの歓びを呼び起こす6速

マニュアルトランスミッションで、軽快な操作性によりフレキシブルなドライビングが愉しめ

ます。自信とともに極められた、インスピレーションを与えるスタンダードモデルです。



05Audi S1  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback



07Audi S1 Sportback  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback

Great
fun /
疾走する度に、愉しみ際立つパフォーマンス・テクノロジー。

即座に感動を呼び起こす、170kWという出力。Sモデルならではのエンジンサウンド

を発しながら、Audi S1は0-100km/hおよそ5.8秒*で加速します。最大トルク

370Nmが、スポーティなパフォーマンスと魅惑のドライビングエクスペリエンスを実現。

切り替え可能なダンパーを備えたSスポーツサスペンションがサポートします。
＊ Audi S1 Sportbackは0-100km/hおよそ5.9秒。数値はメーカー測定値となります。



09Audi S1  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback

Great
appearance /
熱い視線が注がれる、魅惑のクラシック・エクステリア。

ひと目でSモデルとわかる、パワーとパフォーマンス。ダイナミクスを放つアルミ調の

ドアミラーハウジング、目を惹くエアインレットを備えたフロントのSバンパー、象徴的な

S専用サイドシルは、従来からの印象的なSモデルのルックスを纏っています。さらに、

S専用ディフューザーインサートと、オーバルトリムの両サイドにのぞくデュアルブランチ

エグゾーストシステム。どこをとって見てもスポーティな仕上がりです。



11Audi S1 Sportback  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback



13Audi S1  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback

逸る気持ちをいっそう駆り立てる、プログレッシブな魅力。

一貫してスポーティを纏う魅力的なインテリア。MMIナビゲーションと高解像度6.5インチ

のカラーディスプレイを標準装備。ハイレベルなインフォテインメントシステムが迅速な情報

提供と、最高のエンターテインメントを実現。オプションにて、14個のスピーカーによるBOSE

サラウンドサウンドシステムの搭載も可能です。フロントには、バックレストにエンボス加工で

S1の文字が刻まれたスポーツシートを標準装備。ステンレス製のペダルキャップや本革巻き

のフラットボトム型ステアリングホイールが、逸る気持ちをいっそう駆り立てます。



15Audi S1/Audi S1 Sportback  ［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。
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Audi S1 | S1 Sportback

スポーツシートに乗り込み、アクセルに足を置く。ひとたび走り出せば、革新のテク

ノロジーから生まれたフルタイム4WDシステムquattroがつくり出す、傑出した

ダイナミックなトラクションが味わえます。ドライバーを主人公に、かつてない走りを

体験する。それを可能にするのが、Audi S1/Audi S1 Sportbackです。



17Audi S1 Sportback/Audi S1  ［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。
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Technology

Audi ultra

quattro®

TFSI®

With quattro®.

quattro®Stick tothe road.

完璧な組み合わせにより軽量に成功した未来の効率化テクノロジー。

Audiを構成するすべての部品を可能な限り無駄なく使用できるよう、最も効率良く組み合わせる

こと。それが、Audi ultraです。1980年代の終わりに登場したAudiの革新的な軽量ボディ構造

アウディ スペースフレーム（ASF®）からスタートしたこの流れは、今ではすべての過程に組み込まれ

ています。アルミニウム、カーボンファイバー、マグネシウムなど、素材の斬新な組み合わせにより

合理的デザインを追求し、必要な資源を最小限に抑えるための生産プロセスを導入。Audi ultraは、

優れたドライビングダイナミクスと、より高圧縮で効率の良い燃費、CO2削減も担っています。

他の追随を許さない、Audiオリジナルのフルタイム4WDシステム。

Audi S1/Audi S1 Sportbackは、フルタイム4WDシステムquattroを標準装備。電子制御式

のマルチプレートクラッチとディファレンシャルロック（EDL）が、走行状況に合わせて4輪それぞれ

の駆動力の配分をフルタイムで変化させ、ダイナミックなパフォーマンスを実現。これまでにない

安定したハンドリングと力強さや敏捷性を発揮し、オーバーステア、アンダーステアを打ち消します。

トラクションの向上と優れた推進力により、いかなる道をも自在に走行することが可能に。カーブでも、

直線でも、どんな路面においても。吸い付いているかのようなドライビングフィールがあなたの心を

魅了します。

高圧縮率を達成したエンジンで軽快かつダイナミックな走りを実現。

革新的ドライビングテクノロジーによって優れた効率性と卓越したパフォーマンスを両立し、極めて

高い圧縮率を達成しているAudiのTFSI®エンジン。エンジンサイズと重量を大幅に削減し、低燃費

を実現。ターボチャージャーを搭載することで、排気量を上げることなく、今までと変わらないダイナ

ミックな高出力を発揮します。
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Dynamics

Assistance systems

MMI®

乗り手を虜にするパフォーマンスで理想のドライビングを体験。

Audi S1/Audi S1 Sportbackは、いかなる場合においても、満足のいくドライビングが堪能できる

機能を取り揃えています。ボタンひとつで走行モードが選べるアウディドライブセレクトやダイナミック

な動きを可能にする電動機械式ステアリング、切り替え可能なダンパーを搭載したS専用スポーツ

サスペンションが理想のドライビングスタイルを叶えます。エンジンの回転数で加速と効率性を自在

に調整する6速マニュアルトランスミッションと、新設計の4リンク式リヤサスペンションがダイナミック

なハンドリングと俊敏なコーナリングを実現し、優れたパフォーマンスを発揮。ひとたびハンドルを

握れば、世界は思いのまま。心を虜にするドライビングが愉しめます。

心地よいドライブが満喫できるカー・インフォテインメント。

スリムで、シンプルで、合理的。モバイルインフォテインメントの世界を完全に再定義したもの、それが

MMI®（マルチメディアインターフェイス）です。6.5インチカラーディスプレイの高画質ナビゲーション

やハンズフリー通話機能、ボイスコントロールによる音声操作も可能に。アウディミュージックインター

フェイス（AMI）*を備え、DVDドライブ（MP3、WMA、AAC、MPEG-4）、20GBまで動画や音楽

を保存できるHD、SDカードなどのデータフォーマットにも対応。どの機能も直感操作によって思いの

ままに愉しむことができます。

＊ 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購入いただくことが必要です。

安全性を備えた多彩な機能で快適なドライブを徹底サポート。

Audi S1/Audi S1 Sportbackには、安全性の追求から生まれたアシスタンスシステムを装備。

ドライバーの視界に入ってこない障害物を音で知らせるパーキングシステムは、狭い駐車場や縦列

駐車する際に役立ちます。また、カーブでのトラクションを向上させ、機敏なステアリング操作を

保証するESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）により、リラックスした走りを実現。

ドライバーに安心と快適を約束します。

※本システム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
ことができませんので、ご注意ください。



Audi S1 コントラストルーフ（ルーフアーチ部） ※写真は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）です。

コントラストルーフカラー

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

ブリリアントブラック

フロレットシルバー メタリック

ボディカラー 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

デイトナグレー 
パールエフェクト

ベガスイエロー 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

スクーバブルー 
メタリック
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Colours

Body Colours

Audi S1 Contrast roof Colours  Audi S1 コントラストルーフカラー（オプション）

コントラストルーフカラー（ルーフアーチ部）

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

ブリリアントブラック

フロレットシルバー メタリック

ボディカラー 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

デイトナグレー 
パールエフェクト

ベガスイエロー 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

スクーバブルー 
メタリック



Audi S1 Sportback コントラストルーフ（ルーフ全体） ※写真はスクーバブルー メタリック／ブリリアントブラック（ボディカラー／コントラストルーフカラー）です。

コントラストルーフカラー（ルーフ全体）

デイトナグレー パールエフェクト

ブリリアントブラック

フロレットシルバー メタリック

ボディカラー 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

デイトナグレー 
パールエフェクト

ベガスイエロー 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

スクーバブルー 
メタリック

Audi S1 Sportback Contrast roof Colours  Audi S1 Sportback コントラストルーフカラー（オプション）

21※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。※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。
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Colours

Body Colours

Solid paint finishes Metallic paint finishes Pearl effect paint finishes

ブリリアントブラック 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 *

ベガスイエロー * グレイシアホワイト メタリック *

スクーバブルー メタリック *

ミサノレッド パールエフェクト *
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Wheels & Tires Seat Colours Air vent sleeves 
Colours

ブラック／トマトレッド（セクタークロス/レザー） カラードスリーブ アルミニウム調（Audi exclusive）アルミホイール 5アーム フェセットデザイン コントラスト グレー 
パートリーポリッシュト＋225/35 R18タイヤ

ブラック（ファインナッパレザー） *

＊ オプション　　　　　※ボディカラー、シートカラー、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。
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Equipment

Equipment

Standard Equipment  標準装備

スポーツシート（フロント）

バックレストにS1の文字がエンボス加工されたスポーツシート。シートサイド
ボルスターはコーナリングの際、動きをしっかりサポートする形状に。シートの

アングル、ヘッドレストの高さ、バックレストの角度は手動調節できます。

可倒式リヤシート

後部座席のL字型ヘッドレストは、後方の視界を拡げるため、手動に
よる高さ調節が可能。バックレストは、4:6分割もしくは完全に倒すこと
ができます。

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 フラットボトム
S1エンブレムとS専用コントラストステッチのついたステアリングホイール。
マルチファンクションによるインフォテインメント機能の操作が可能です。

上下、奥行きが自在に調節できます。

MMIナビゲーション
情報・通信・エンターテインメント、どの機能も直感的な操作で引き出す

ことができるMMIナビゲーション。高解像度6.5インチの格納式カラー
ディスプレイに、Bluetooth®接続によるハンズフリー通話機能、音声
操作も可能なボイスコントロール機能を搭載しています。

※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。

アウディミュージックインターフェイス（AMI）
iPod®をはじめとした携帯音楽プレーヤーに接続し、グローブコンパート
メントに設置。マルチファンクションスイッチによるシンプルな操作で音楽

をお愉しみいただけます。

※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です。 ※iPod®は、Apple Inc.の登録商標です。

DIS（ドライバーインフォメーションシステム）
様々なドライビング情報を、ドライバーが見える視界の高さに設置された

3.5インチモノクロディスプレイに表示。組み込まれたプログラムにより、
燃費の情報などを提供します。

オートマチックエアコンディショナー

室内温度、風量、太陽光の強さと角度などを感知し、自動制御します。

デフロスターボタンを個別に設けているので、ウインドウの霜取りも迅速に

行います。フィルター、エアインテークコントロール、レイン/ライトセンサー
と湿度センサーを統合しています。

バイキセノンヘッドライト

近距離から遠距離まで道路をむらなく、より幅広い範囲で照らすバイキ

セノンヘッドライト。LEDポジショニングライトとヘッドライトウォッシャーを
搭載し、ロービームとハイビームを自動調整することで対向車へのまぶしい

照射を防ぎます。

レイン/ライトセンサー
ライトオン機能やウインドスクリーンワイパー、カミングホーム/リービング
ホーム機能を自動でコントロール。ヘッドライト、リヤライト、ナンバープレー

トライトは、 駐車やドアの開閉により自動でオン/オフに切り替わります。

LEDリヤコンビネーションライト
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低消費電力の

LED技術を使ったインジケーターを採用。後方のドライバーに迅速に知ら
せます。リバースライトとリヤフォグライトも点灯。均質な三次元フロー

ティング効果のあるライトガイドを使用しています。



25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。

Audi exclusive  アウディ エクスクルーシブSpecial Optional Equipment  スペシャルオプション

パノラマサンルーフ*
自動でガラス部分の開閉を行います。ティンテッドガラスインサートや

無段階調節可能なサンシールド、さらに外からキーで操作するコンビニ

エンスクロージング機能付きです。ウインドディフレクターを搭載し、ルーフ

オープン時の風切音を軽減します。

＊ Audi S1にオプション。Audi S1 Sportbackには設定がありません。

BOSE サラウンドサウンドシステム*
総合出力465ワットの10チャンネルアンプと14個のスピーカーが迫力
ある音を提供します。5.1サラウンドサウンド（MMIナビゲーションと併用）
により、パワフルで緻密な低音再生を実現。フロントのスピーカーは、LED
テクノロジーを使った間接照明のフローティング効果によって特別なデザ

インに仕上がっています。

＊ オプション

ファインナッパレザー／シートヒーター（運転席/助手席）*
シートとバックレストセンターパネル、さらにシートサイドボルスターの温度

調節を行います。運転席と助手席それぞれで調節が可能です。

＊ オプション

プライバシーガラス*
リヤウインドウ、リヤサイドウインドウにプライバシーを保護する

カラードガラスが選択可能となります。

＊ オプション

ブラックハイグロススタイリングパッケージ（Audi exclusive）*
ラジエーターグリルのフレームと水平ストラット、サイドエアインレットのフ

ラップはハイグロスブラック。ナンバープレートホルダーとラジエーターグリ

ル自体はマットブラック。細部までスポーティな魅力を施しています。

＊ オプション

カラードブレーキキャリパー（Audi exclusive）*
S1ロゴをフロントに装着。スポーティな外観を演出するブレーキシステム
がダイナミックな個性をサポートします。

※キャリパーのカラーは前後とも赤のみとなります。

＊ オプション

アウディ ドライブセレクト
ドライバーの好みに合わせ、AUTO(自動)、DYNAMIC(ダイナミック)、
EFFICIENCY(効率)いずれかのモードに切り替えできます。EFFICIENCY
は、燃料消費を改善できる設定に変更できます。

スタートストップシステム

交差点で停止する際、自動的にエンジンを止めて燃料消費とCO2排出量

を減らします。マニュアルトランスミッションで、エンジンはクラッチを踏む

とすぐにスタート。ボタンひとつでいつでも解除することもできます。

ESC（エレクトロニック スタビリゼーション コントロール）
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、quattro®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。

アウディ パーキングシステム
パーキングシステムが駐車操作を音やビジュアルでアシスト。視界に

入ってこない車両の前後方向がディスプレイに表示されます。

アドバンストキーシステム

キーを持っているだけで駆動認証システムにアクセス。ダッシュボード上

のスタートストップボタンで、エンジンの始動と停止を行います。外部から

のロックとアンロックは、ドアハンドルに設置されたセンサーを使用。ロック

された状態でもラゲッジコンパートメントを開けることが可能です。

※アドバンストキーシステムは、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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Audi configurator | Audi on Social Media | Audi Personal Online Assistant

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

> facebook.com/audi.jp
> twitter.com/AudiJapan
> youtube.com/AudiJPKK
> gplus.to/AudiJapan
> instagram.com/audijapan

> www.audi.co.jp/poa

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。

Audi configurator
コンフィグレーターで、あなただけのAudiを。

> configurator.audi.co.jp

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。

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。

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 YouTubeチャンネル
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Audi Service Program | Audi Premium Automobile Insurance

Audi Service Program
1年目 2年目 3年目 4~5年目

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。

Audi Premium Automobile Insurance アウディ自動車保険プレミアム

Audi Warranty
3年間の保証無償

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。

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。

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。

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。

Audi Aluminium Body Shop

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

一般保証

塗装の保証

純正部品の保証

錆穴の保証

新車登録日から3年間/走行距離無制限

部品購入日から2年間〈純正アクセサリーを含む〉

〈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〉

新車登録日から3年間

新車登録日から12年間

Audi Premium Care 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］

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］

Audi Emergency Assistance
3年間のサポート無償

Audi CarLife Plus.
保証とサポートを5年目まで

Audi Freeway Plan
3年間の点検・メンテナンス無償

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。

メーカー指定点検

法定1年点検      

指定部品の交換

指定消耗品の交換・補充

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）

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      

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）

メーカー指定点検（または、30,000Kmごと）

〈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〉

※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。

Audi社が定める定期交換部品の交換

点検時の状態により

Audi Freeway Plus.
より安心より安全なメンテナンスを5年目まで

Audi Emergency Plus.
24時間、365日のサポートを5年目まで

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。

サポート

※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。

ロングライフサービス 〈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〉ディスプレイに自動表示時

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



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。

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

16.1.000000.000


