
A8|S8



A highlight on every journey
時代の先を行くテクノロジーを備え、エレガントでスポーティなスタイルの極みを指し示すAudi A8。

それは、身を委ねる心地よさとクルマを走らせる愉しさを高次元で融合した、Audiの頂点に立つフラッグシップモデルです。

モータースポーツへの挑戦で鍛え抜かれた、Audiの伝統を継承するプロポーションと、近未来を予感させるOLEDリヤライトなどのデザインエレメント。

吟味を重ねたマテリアルと、クラフトマンシップが息づく、大人を満足させるインテリア。そして、ドライブ体験を演出する高度にデジタル化されたインフォテインメント。

研ぎ澄まされたエッセンスの一つひとつを最適なバランスで調和させることで、ともに過ごすすべての瞬間に深い感銘と安らぎをもたらします。

さらに、ステアリングを握りクルマを走らせるというモビリティの本質的な価値を、Audi最先端の運転支援技術と共に追求。

低回転から高回転まで心地よくパフォーマンスを発揮するエンジンと、Audi独自の4WDシステムquattro®などのテクノロジーが走りの愉しさを彩りながら、

高度なドライバーアシスタンスシステムによりいかなる状況でも心の余裕は揺らぐことなく静粛で洗練されたドライビングを実現します。

ラグジュアリーと精緻な走りを極めた、孤高のフラッグシップサルーンへ。

Audi A8は、ご自身の哲学を持ち、本質的な価値を見極めるあなたと共に特別な時間を刻んでいくことでしょう。

Audi A8

Audi A8 60 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。02 03
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Unmistakable design
モータースポーツで磨き上げた機能美がエレガントな装いを纏い、見る人の胸を高鳴らせる。

ラグジュアリーサルーンとしての存在感と、走りへの自信が溢れるスポーティなスタイルが響き合うAudi A8は、そんな研ぎ澄まされた風格を滲ませています。

フラッグシップとしての威厳を漂わせるフロントマスクでは、幅広くなったシングルフレームグリルが、ワイド&ローの構えをいっそう強調。

厳格な佇まいを醸し出す新デザインの立体的なクロームインサートは、洗練されたドライビングへの期待を演出するエアインテークやバンパーと相まって、その存在が特別であることを物語ります。

デザインが磨き上げられ、シャープにフロントマスクを引き締めるデジタルマトリクスLEDヘッドライト*は、運転状況に合わせよりクリアな視界を提供。

機能性と質感を極限まで洗練させたマテリアルが、スポーティな佇まいをエレガントに演出します。

内に宿した走りへの意志を、優美なる佇まいに昇華した他の何者とも似ていないエクステリアが、あなたの心に鮮烈な印象を残すことでしょう。

＊ コンフォートパッケージとしてセットオプション。

スポーティでシンプルな造形を原点に、羨望を集めるエレガントな装いと未来を予感させるテクノロジーを全身に宿した至高の一台。

低くフラットなルーフラインは、見る者にシャープな印象を与えるとともに、正確に、速く道を駆けぬけていく躍動さえも予感させることでしょう。

さらに、ワイドなホイールアーチと力強く張り出したフェンダーは、quattroがもたらす走りの力強さを物語ります。

リヤエンドは、クロームのマテリアルに彩られたリヤバンパーや、リヤライトをLEDライトストリップで結んだデザインにより、その佇まいは格調高く、優美に。

革新的なOLEDリヤライトは省電力、軽量化に寄与。

影の発生を抑え、基板そのものが面全体で光るため、通常のLEDよりも均質な発光で高い視認性を実現するとともに、

繊細なデザインと特徴的な発光パターンが可能になりました。

斬新なライティングデザインは、その後ろ姿にまでプレステージをリードする意志を漂わせています。

Audi A8 60 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。0504
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Audi A8 60 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。

Savour the comfort
あなたを至福の旅へと誘う、開放的なラウンジのように静粛で上質な空間。

細部にまでクラフトマンシップが息づき、手に触れるすべての質感が特別で、目に映るレイアウトも心地よく研ぎ澄まされていることに気付くはずです。

シートは高品質なバルコナレザーで仕立てられるほか、シート地の正確な縫い目のピッチやエアベントドアの設え、デコラティブパネルなど空間全体の質感の高さを追求。

より豊富になったシートカラーやデコラティブパネルの選択肢から、ご自身の感性に響くコーディネートもお愉しみいただけます。

また、高解像度液晶ディスプレイにメーターや地図などを表示するバーチャルコックピットやMMIタッチレスポンスをはじめ先進のテクノロジーを採用。

10.1インチと8.6インチの2つの高解像度タッチディスプレイにインフォテインメントや便利な機能を表示するMMIタッチレスポンスは、

ボタンやスイッチのないフラットなデザインで、洗練された空間にドライブを彩る機能性を調和しました。

また、画面をオフにするとブラックのフラットなパネルとなり、シンプルにインテリアに溶け込むよう考え抜かれています。

さらに、少ない力でドアを閉められるパワークロージングドアや心と体を癒すマッサージ機能*、

シートベンチレーションなどフラッグシップモデルとしての設えでドライブはさらにラグジュアリーな体験へ。

質感とデザイン、機能性を高次元で融合させた空間に身を委ねれば、心を解きほぐす穏やかな時の流れをお愉しみいただけるはずです。

＊ Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattro、S8に標準装備。
   Audi A8 55 TFSI quattroにコンフォートパッケージとしてセットオプション。
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A sporty look and feel
Audi A8がドライバーズカーとして思い描く走りの極みを、その全身に表現するS lineスタイリングパッケージ*¹。

シングルフレームグリルに躍動的な独自のメッシュ形状の専用デザインを纏うほか、エアインテークがブラックになり、フロントマスクを精悍な佇まいに引き締めます。

さらに、専用の前後バンパーやボディサイドのS lineエンブレム、ガルヴァノシルバーが目を引くシャープな5ダブルスポークの20インチアルミホイールにより、走りのダイナミズムを演出。

また、ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ*²を組み合わせることで、Audi ringsやシングルフレームグリル、サイドモール、

エクステリアミラーハウジングなどがブラックの装いとなりスポーティなプロポーションを引き立てます。

さらにオプションで5Vスポークスターデザインの20インチアルミホイール*³を組み合わせれば、走りへの自信がいっそう漂うスタイルに。

フラッグシップサルーンの誇りと、ドライビングへの強い意志が融合した特別な存在感を醸し出します。

＊1 オプション。コンフォートパッケージの選択が必須となります。
＊2 オプション。コンフォートパッケージとS lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。
＊3 オプション。

Audi A8 55 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。

Black Audi rings & Black Styling Package
S line Styling Package
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Audi A8 55 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。

Equipment line interior S line
胸のすくようなドライビングのひと時にも、揺らぐことのない心地よさを。

Audi A8が辿り着いた卓越した快適性と、走りの愉しさを高次元で融合するS lineスタイリングパッケージ*¹を選択することで、

フロントシートはダイヤモンドステッチングが施されたバルコナレザー仕立てのコンフォートスポーツシートに。

コーナリング時にも身体をしっかりとホールドする機能性と上質なマテリアルが醸し出す質感を両立し、躍動的なドライビングを支えます。

さらに、S lineインテリアプラスパッケージ*²を選択することで、コンフォートスポーツシートやドアシルトリムにSロゴが刻まれるほか、

Sロゴ入りの3スポークステアリングホイールなど、スポーティネスを磨いた装備が充実。

ブラックで引き締められるルーフライニングやピアノブラックのデコラティブパネル、ステンレスペダルカバーなど、

室内を心地よい緊張感で包むシャープなエッセンスが凝縮されています。

＊1 オプション。コンフォートパッケージの選択が必須となります。
＊2 オプション。コンフォートパッケージとS lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。
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Audi A8 55 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。

Comfort or dynamism 
exactly as needed
Audiが誇る珠玉のエンジンと革新的なテクノロジーが、あなたを洗練された走り

へと導きます。ドライバーの意志と呼応し、必要な時に必要なだけトルクを発揮する

エンジンは、扱いやすくどの回転域でもスムーズな加速を実現。高回転域では、

澄んだエンジンサウンドを奏でドライブに高揚をもたらします。Audi A8 60 TFSI 

quattroに搭載された4.0ℓ V型8気筒TFSI®エンジンは、2基のツインスクロー

ルターボにより最高出力338kW（460PS）、最大トルク660Nm（67.3kgm）の

圧倒的なパフォーマンスを発揮。Audi A8 55 TFSI quattroに搭載された3.0ℓ 

V型6気筒TFSIエンジンは、最高出力250kW（340PS）、最大トルク500Nm

（51.0kgm）を誇ります。この2つのパワーユニットに、8速ティプトロニックトランス

ミッションを組み合わせることで効率性とレスポンスを向上。これに加え、Audi

独自の4WDシステムquattroにより、路面に吸い付くような走行安定性でAudi 

A8のパフォーマンスを引き出します。

また、ベルト駆動式オルタネータースターター（BAS）と48Vリチウムイオンバッテリー

を組み合わせた革新的な48Vマイルドハイブリッド（MHEV）ドライブシステムを

搭載。BASが減速時に回生したエネルギーをエンジン始動や発進加速時にアシスト

することで、走り出しから力強く気持ちの良い加速フィールと高効率を両立しました。

さらに、ブレーキング時等に回生したエネルギーを走行に必要な動力として活用

することで効率をさらに向上。状況に応じてアクセルを緩めると、エンジンを停止

したコースティング走行となり燃料消費を低減。効率を高めながら、卓越したトラク

ションと優れた推進力がもたらす圧倒的な高速安定性と正確なライントレース性を

ご堪能いただけることでしょう。

そしてさらなるスポーティネスを追求し、理想的な走行姿勢を守り、ドライバーに

快適な乗り心地をもたらす電動フルアクティブ制御のプレディクティブアクティブ

サスペンション*¹を採用。各サスペンションの下に装着した1,100Nmを発生する

電気モーターを稼働し、それぞれを瞬時に調整します。コントロールユニットが、

カメラからのデータを始めとするサスペンションに関する全てのシグナルを統合的

に制御し、各システム間を緊密に連携させ、かつてない幅広い機能を実現。路面

状況、運転状況を常時予測し、アクティブに調整することで、安定したコーナリング

姿勢、俊敏なステアリングレスポンス、理想的な乗り心地を実現します。また、

アウディ プレセンス360のシステムと連携し、側面からの衝突の危険*²を予測、

瞬時に衝撃にさらされる側のボディを最大約80mm持ち上げます。ボディの強度

の高い構造箇所で衝撃の大半を受け止めることにより、キャビンの変形及び乗員

への衝撃を大幅に緩和。快適性と安心感を向上させています。

＊1 Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。
＊2 約25km/h以上の速度での衝突を予測した場合。
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Exceptional space  
あなたのあらゆるシチュエーションに寄り添い、格別の体験をもたらす存在へ。

Audi A8 Lは、ゆったりと長いホイールベースと大型のリヤドアを持つAudi A8の中でも格式を誇る一台です。

ラグジュアリーカーであることが一目でわかる優美なシルエットと、スポーティなエッセンスが融合したエクステリアは、

先頭に立って道を切り拓くあなたの心を自信で満たしていくことでしょう。

ステアリングを握りドライブを嗜む日も、リヤシートで癒しのひと時に浸る瞬間も、大切なゲストを迎える時も、

選りすぐったマテリアルをクラフトマンシップで組み上げたラウンジのようなインテリアとリヤシートのために設えた数々の機能に包まれ、

より有意義な時間が紡がれていくことをお約束します。

品格のあるインテリアとともに、高度に洗練されたテクノロジーやアシスタンス、

革新的テクノロジーを直観的に操作できるインターフェースを装備し、より安全に、より快適に。

Audi A8 Lは、あなたの時間を上質に演出するためにさらなる進化を遂げています。

Audi A8 L 60 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。

Audi A8 L
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Audi A8 L 60 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。16 17
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True greatness 
comes from within
ロングホイールベースによって、ゆったりとくつろげる広さを実現したAudi A8 Lの後席は、

最高級のバルコナレザーを惜しげもなく使い、丁寧に仕立てられています。

さらにコンフォートパッケージ*¹を選択すると、リヤシートが2名乗車仕様となり、

独立したシートで伸びやかな室内をご堪能いただけるラグジュアリーな空間に。

また、5.7インチタッチスクリーンで後部座席からマトリクスLEDインテリアライト*²や

マッサージ機能などの各種設定やメディア機能などを操作できるリヤシートリモート*²、

立体的で迫力ある音響を再生するBang & Olufsen 3Dサウンドシステム*²など、

数々の装備を搭載。快適さをもたらすだけでなく、至高の時間を演出する空間をつくりあげています。

＊1 オプション。
＊2 コンフォートパッケージとしてセットオプション。

Audi A8 L 60 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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Audi A8 L 60 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。

For a pleasant journey
クルマの中で過ごす時間を、より満ち足りた体験へ。

コンフォートパッケージ*¹を選択すれば、マッサージ機能や常に心地よい環境を約束するシートベンチレーション機能、

頭を優しく支え寛ぎを深めるヘッドレストなどが緊張をほどくひと時をお届けします。

電動で位置調整が可能なリヤシートに体を委ね、ご自身のもっとも心地の良い姿勢で優れた座り心地をお愉しみください。

プライバシーガラス*²やサンブラインドなども備え、オーナーだけのプライベートな時間が遮られることはありません。

さらに、車内のWi-Fiを介してご愛用のスマートフォンとクルマを接続し、

ミラーリングやキャスティングをすることでリヤシートモニター *³の大きな画面で使い慣れたアプリを視聴することも可能。

Audi A8 Lと共に過ごす時間は、あなたの体を癒し、心を解き放つ上質な旅へと続いていくことでしょう。

＊1 オプション。
＊2 コンフォートパッケージとしてセットオプション。
＊3 Audi A8 L 60 TFSI quattroにコンフォートパッケージとしてセットオプション。
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Audi S8

S for sporty
Audiの理想を体現するスポーツサルーンの比類なき頂点として、

パフォーマンスとエレガンスの極みを追い求め、誰よりも速く、心地よく、優雅に道を切り拓いていく。

アルミニウムルックインサートを施した精悍なシングルフレームグリルや、

内に秘めたポテンシャルを物語る堂々たるスタイルに至高のダイナミズムを携えて。

スーパースポーツカーと肩を並べるエンジンのパフォーマンスを、

ラグジュアリーな走りへと昇華し類まれなドライビングプレジャーをもたらすAudi S8が、

美しいエンジンサウンドを響かせいよいよあなたの前に姿を現します。

磨き抜かれたプロポーションと鍛え抜かれた性能、そしてOLEDリヤライトをはじめとする時代を

リードするテクノロジーをも贅沢に融合。ステアリングを握る一瞬一瞬に最高のプレジャーをもたらしながら、

どんな状況においても揺るがない優雅な走りで、あなたの心を満たしていくことでしょう。

Audi S8 ［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。22 23
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Audi S8 ［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。

S for supreme driving 
pleasure
プレステージサルーンとしての誇りと共鳴する、スポーツマインドを呼び覚ますダイナミックな走り。

4.0ℓ V型8気筒TFSI®エンジンは、最高出力420kW（571PS）、最大トルク800Nm（81.6kgm）という他の追随を許さない鮮烈なパフォーマンスを発揮し、

どの回転域でもスムーズで伸びやかな走りと研ぎ澄まされたエンジンサウンドで胸が高ぶるドライビング体験をお約束します。

ここに、48Vマイルドハイブリッド（MHEV）ドライブシステムを組み合わせることで、さらなる高効率と快適な走行を実現。

さらに、最適なギア選択により効率性とレスポンスを高める8速ティプトロニックトランスミッションや、ハイパワーを余すところなく路面へと伝達する

Audi独自の4WDシステムquattro、理想的なトルクを計算して左右のリヤホイールに配分するリヤスポーツディファレンシャル、

路面状況を常時予測しサスペンションをアクティブに調整することで常に最適な走行姿勢に保つプレディクティブアクティブサスペンションを装備し、

鋭いライントレース性と車内の心地よさをもたらします。

最高峰のエンジンと最上級の乗り心地の結晶が生み出すのは、静粛性を高めたインテリアでドライビングの極みを堪能する贅沢な時間です。
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リヤエンドでは、4本出しのテールパイプやAudi S8専用デザインのリヤディフューザーが流麗さの中にスポーツマインドを表現。

また、OLEDリヤライトをLEDライトストリップで結んだデザインが、革新への意志を表現します。

OLEDリヤライトは、点ではなく面全体が光ることで繊細なデザインと特徴的な発光パターンが可能に。

インテリジェントな佇まいのシャープなデザインと共にリヤビューにまったく新しい表情を生み出しながら、視認性の向上にも大きく貢献します。

美しさと走りへの自信、革新性がひとつに調和し、後ろ姿にまで一貫された堂々たる存在感に胸に秘めたスポーツマインドが解き放たれていくことでしょう。

より幅広くなったシングルフレームグリルと、アルミニウムルックインサートに縁取られた特異な立体メッシュ形状、

アグレッシブな印象を高めるバンパーが調和し、一目見ただけで内に秘めた性能の高さを予感させるフロントフェイス。

Audi S8の造形は、プレステージサルーンとしての品格と常識を超越するパフォーマンスへの自信に満ちています。

存在感のあるフォルムに、端正でインテリジェントな印象を添える先進的なデザインのデジタルマトリクスLEDヘッドライト*は、

刻々と変わる走行状況に応じて周囲に配慮しながら、高精細な光でクリアな視界を提供。

飽くなき走りへの意欲に、ドライビングを格段を安全にする知性がみなぎります。

＊ コンフォートパッケージとしてセットオプション。

Audi S8 ［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。2726
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S for stylish ambience
エレガントな佇まいの中に宿した、走りへの情熱。インテリアにおいても、そのふたつのエッセンスが見事に調和しています。

標準装備されたフルレザーパッケージがもたらす優美で質感の高い空間の中に、デコラティブパネルやセレクターレバーに配されたカーボンが躍動への意志を醸し出します。

比類なきパフォーマンスを意のままに操れるよう、高解像度液晶ディスプレイにメーターや地図などを表示するバーチャルコックピットプラスや、

スマートフォン感覚でタッチ操作ができるMMIタッチレスポンス付きMMIナビゲーションなど、より直感的な操作を叶えるインテリジェントに進化したテクノロジーを備えています。

また、Audi デザインセレクション パステルシルバー*を選択すれば、インテリアが洗練されたパステルシルバーのレザー仕立てに。

3スポークのステアリングホイール、Sロゴが刻まれたコンフォートスポーツシートなどのマテリアルと調和し、室内空間がより格調高く優美に演出されます。

＊ オプション。コンフォートパッケージの選択が必須となります。

Audi S8 ［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。28 29
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※写真は一部、日本仕様と異なります。 ※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を承
ります。ガソリンスタンドや駐車場などの位置情報検索もサ

ポート。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。 

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

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します。

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Audi SOS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*
車両のディスプレイにサービス インターバルが表示される約
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。

衛生地図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。

ガソリンスタンド情報*1
ガソリンスタンドを探します。可能な場合は料金情報も提供します。

※  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。

myAudi / 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（Android8.0以上、もしくは
iOS13.1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:https://my.audi.com/）

Audi connect

Equipment  highlight

スマートフォンインターフェース

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）、Android 5.0以上になります。

Audi connect

Audi connectの各種サービスが、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、お望みの目的地の検索や、最新ニュース、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 A8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ースである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。

30 31

Equipment highlight



Audi A8 60 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。

OLEDリヤライト

革新的なOLED（有機ELテクノロジー）によって、省電力で軽量、影の発生を抑え、

基板そのものが面全体で発光し、均一な照明、高い視認性そして斬新なライティング

デザインを生み出します。微細な3次元のセグメントに分割できるOLEDにより、

特徴的な発光パターンが可能になりました。アウディドライブセレクトでダイナミック

を選択すると点灯パターンが変わるとともに、停車時に後続車が2m以内に近づく

とすべてのOLEDセグメントを点灯させることで車間距離の確保を警告します。

デジタルマトリクスLEDヘッドライト* 

マトリクスLEDヘッドライトをさらに進化させた、Audi最先端のライティングテク

ノロジー。より高解像度の光を直接投影することで、さらに高精細な配光制御を実現

しています。対向車や先行車の車両を検知すると、検知された車両への光を正確

にカット。ハイビームの自動制御と流れるような配光遷移により、シームレスな光を

描きます。これにより、暗闇でのドライブの安全性と快適性をさらに向上させます。

＊ コンフォートパッケージとしてセットオプション。

HDマトリクスLEDヘッドライト 

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横2列のLED配置とする

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、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。

※作動には条件があります。
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Audi S8 ［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。 写真はイメージです。

マルチカラーアンビエントライティング 

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。

マトリクスLEDインテリアライト *

後部座席のセンターにタッチ操作のマトリクスLEDによる読書灯を装備しています。リヤシートリモート*の調整により

片側7つのLEDライトの照射範囲を変えることができます。
＊ コンフォートパッケージとしてセットオプション。

Bang & Olufsen 3Dアドバンストサウンドシステム(23スピーカー)*

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。23個のスピーカーから再生されるリアルな高品質3Dサウンドをお愉しみください。

スピーカー、センタースピーカー、サブウーファーそれぞれに専用のパワーアンプを搭載、質感の高いアルミニウム製

スピーカーカバーと高品質なネオジム磁石を備えています。この、まったく類を見ないリアルなステレオと3Dサラウンド

体験は、Aピラーとリヤのヘッドライニングに設置した広帯域スピーカー、ミッドレンジスピーカー、インストルメントパネルの

センタースピーカーと左右の自動格納式アコースティックレンズ、またフラウンホーファー技術によるSymphoria 2.0 3Dテク

ノロジーによって生み出されます。Symphoria 2.0 3Dが、広がり、奥行き、高さといった自然な音響を表現。車内にいながら

にして心地よい3次元感覚を生み出します。同時にパッセンジャーセル（自動車の居住構造）という物理的な限界も

なくなり、車内がより広く感じられ、音楽を本来の意図通りに展開させることができます。その結果、どの席に座って

いても立体的なオーディオ再生で非常に繊細な音の奥行きを実感できます。また、23チャンネルのBeoCoreアンプ（総出力

1,920ワットの超高効率ICEpowerアンプ）が走行ノイズを補正。速度感応式ボリューム調整も装備しています。
＊ オプション。Audi A8 55 TFSI quattro、S8ではコンフォートパッケージの選択が必須となります。Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattroではコンフォート
   パッケージとパノラマサンルーフの選択が必須となります。

パノラマサンルーフ *

開放感あふれる開口部の大きなティンテッドガラスを採用した先進的デザインのサンルーフです。電動で前方ガラスの開閉

やチルトアップの操作が可能。フロント/リヤの乗員がサンブラインドを操作したり、アドバンストキーによって外から開閉する

こともできます。快適で明るい室内空間を実現するとともに効率的に換気を行えます。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。

＊ オプション

バーチャルコックピット*

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。

＊ Audi A8に標準装備。Audi S8はバーチャルコックピットプラスになります。

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 *

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します。
＊ Audi A8 L 60 TFSI quattroに標準装備。
    Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、 S8にコンフォートパッケージとしてセットオプション。
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Audi A8 55 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。

TFSI®エンジン

Audi A8に用意される2つのTFSIエンジンはさらなる高性能と高効率を両立しています。3.0ℓ V型6気筒

TFSIエンジンは、最高出力250kW（340PS）、最大トルク500Nm（51.0kgm）を発揮。2基のツイン

スクロールターボを搭載した4 . 0 ℓ  V型8気筒TFSIエンジンは、338kW（460PS）、最大トルク660Nm

（67.3kgm）の圧倒的なパフォーマンスを達成しています。いずれも48V電源システムとマイルドハイブリッド

（MHEV）を搭載することで、さらなる高効率と力強い走行を実現しました。

quattro®

4輪すべてに駆動力を配分し、様々なシーンでパフォーマンスを解き放つAudi独自の4WDシステムquattro。

そのパワーは、セルフロッキングセンターディファレンシャルを介し、フロントおよびリヤアクスルに的確に配分され、

様々な運転条件に対応します。通常時には、前40:後60の非対称配分で路面に吸い付くような走行安定性

を実現。路面状況によってはトルク配分を前70:後30～前15:後85の間でダイナミックに可変制御します。

オーバーステアやアンダーステアを抑制し、卓越したトラクションと優れた推進力で、思いのままの走りが愉しめます。

8速ティプトロニック

8速ティプトロニックは、効率性とレスポンスに優れたトランスミッションで、瞬時にギアチェンジを完了します。

8速ギアを採用することで、エンジンはほぼ理想的なエンジン回転数を維持します。ローギアは加速性が良く、

ハイギアはエンジン回転数を抑えることで効率よく走ることができます。

マイルドハイブリッド（MHEV）

48Vの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48V電源システムが補うことで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、さらなる高効率を実現しています。

プレディクティブアクティブサスペンション*¹

電動制御のサスペンションシステム。48Vのメイン電源システムからの電力で、各サスペンションの下に装着され

た電気モーターを稼働します。コントロールユニットが、カメラからのデータを始めとするサスペンションに関する

全てのシグナルを統合的に制御し、各システム間を緊密に連携させ、かつてない幅広い機能を実現します。

路面状況、運転状況を常時予測し、車高と減衰力をアクティブに調整。車内をフラットに保つほか、安定した

コーナリング姿勢、理想的な乗り心地を実現しています。また、アウディ プレセンス360のシステムと連携し、

側面からの衝突の危険*²を予測、瞬時に衝撃にさらされる側のボディを最大約80mm持ち上げます。ボディの

強度の高い構造箇所で衝撃の大半を受け止めることにより、乗員にもたらされる衝撃を軽減します。

＊1 Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。＊2 約25km/h以上の速度での衝突を予測した場合。

アダプティブエアサスペンション*

車高と減衰力を自動制御し、優れた乗り心地とドライビングダイナミクスを実現する電子制御式エアサスペン

ションです。アウディドライブセレクトから車高の設定を含めた様々なモードを選択できます。オートモードまた

はダイナミックモードで高速走行時には自動的に車高が下がることで空気抵抗を低減し、ハンドリングを向上

させます。

＊ Audi A8に標準装備。

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Audi S8では最小回転半径が約5.3m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。

＊ Audi S8に標準装備。

Performance
エンジンには、3.0ℓ V型6気筒TFSIと4.0ℓ V型8気筒TFSIを搭載。

低回転域からトルクをフラットに発生し、優れたドライバビリティを発揮。

いかなる状況でもスムーズさと静粛性を保ちながら、高回転まで滑らかに上がり、洗練された走りを実現します。

また、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でさらなる高効率をもたらします。

効率性とレスポンスに優れる8速ティプトロニックトランスミッションは理想的なエンジン回転数を維持。

そして、Audi独自の4WDシステムquattroは軽快で意のままにリニアなハンドリングと、

まるで路面に吸い付くような走行安定性を叶えます。

36 37
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Audi A8 60 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。

Drive Assist & Safety

Audi A8は、ドライバーとパッセンジャーにさらなる安心をもたらすために、

高精度なレーダーやカメラ、各種センサーを搭載し、それに基づく総合的な制御を実現。

事故を未然に防ぐ“アクティブセーフティ”と、万一事故が起きたときに乗員を保護する“パッシブセーフティ”の充実を図っています。

事故が避けられない場合に乗員の被害軽減を図るアウディプレセンスフロント／プレセンスリヤなどが、安全なドライブに貢献。

さらに、アダプティブドライブアシストやパークアシストなど、

多彩なドライバーアシスタンスシステムを採用し快適なドライブをサポートしています。

※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運転支援機能であり、その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P54-55をご参照ください。※写真はイメージです。38 39
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250kW（340PS） / 5,000-6,400 rpm

500Nm（51.0kgm） / 1,370-4,500 rpm

quattro（4WD）

5.8m

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

最小回転半径

5,190×1,945×1,470（mm）

3,000（mm）

2,994（cc）

5名

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

乗車定員

主要諸元

Audi A8 55 TFSI quattro
そのスタイルに、くつろぎに、先進性に、新時代を切り拓く。

Audi至高のフラッグシップサルーンのさらなる革新。

主要標準装備

主要オプション装備 スペシャルオプション

＊1 コンフォートパッケージの選択が必須となります。＊2 S lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。＊3  S lineインテリアプラスパッケージの同時選択はできません。※Audi connectの詳細については、P30-31をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP52-61 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なります。

Exterior
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ OLEDリヤライト
・ エクステリアミラーハウジング ボディカラー
・ 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
・ アルミホイール 15スポークデザイン

9J×19＋255/45R19タイヤ
・ パワークロージングドア
・ オートマチックトランクリッド

Performance
・ アダプティブエアサスペンション
・ アウディドライブセレクト
・ 48Vマイルドハイブリッド（MHEV）
ドライブシステム

Interior
・ コンフォートシート（フロント）／バルコナレザー
・ フロントシート電動調整機能 メモリー機能
・ ランバーサポート 4ウェイ
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ シートベンチレーション（フロント）
・ エクステンデッドレザーパッケージ
・ エクステンデッドアルミニウムルックボタン
・ 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

・ ローワーデコラティブパネル 
マットブラッシュトアルミニウム

・ ステアリングホイール ダブルスポーク
マルチファンクション パドルシフト

・ デラックスオートマチックエアコンディショナー
・ マルチカラーアンビエントライティング
・ 電動サンブラインド（リヤ/リヤサイド）

Technology
・ MMIナビゲーション
・ Audi connect
・ スマートフォンインターフェース
・ バーチャルコックピット
・ ヘッドアップディスプレイ
・ アウディサウンドシステム（10スピーカー）
・ ワイヤレスチャージング

Assistance & Safety
・ 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
・ フロントクロストラフィックアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディプレセンスフロント
・ 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
・ パークアシストプラス
・ サラウンドビューカメラ
・ 助手席エアバッグカットオフスイッチ付
・ アドバンストキーシステム（デッドロック機能付）

■コンフォートパッケージ

・ インディビジュアル電動シート
（リヤ）〈リヤ3名乗車〉
・ コンフォートヘッドレスト（リヤ）
・ ランバーサポート（リヤサイドシート）
・ シートベンチレーション 
    マッサージ機能（フロント）
・ 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
・ トランクスルー機能
・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートリモート
・ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム
  （17スピーカー）
・ ステアリングホイール 
    ダブルスポーク マルチファンクション 
    パドルシフト ヒーター
・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス

■S lineスタイリングパッケージ*¹
 ・ S lineエクステリア
 ・ アルミホイール 5ダブルスポーク
  （Sスタイル） ガルヴァノシルバー 
    9J×20＋265/40R20タイヤ
 ・ コンフォートスポーツシート
 ・ バルコナレザー 
    ダイヤモンドステッチング

■ブラックAudi rings &  
    ブラックスタイリングパッケージ 
    （Audi exclusive）*¹*²
 ・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
 ・ エクステリアミラーハウジング
     グロスブラック
     （ボディカラーブリリアントブラック、ミトスブラック
      メタリック選択時はボディ同色になります）

■パノラマサンルーフ

■アルミホイール 10パラレルスポークデザイン
　グラファイトグレー パートリーポリッシュト
　 9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 20スポークデザイン 
    コントラストグレー パートリーポリッシュト
     9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 5Vスポークスターデザイン 
    グロスアンスラサイトブラック グロスターンド
    フィニッシュ 9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 10Yスポークエボスタイル 
    ブラック パートリーポリッシュト 

9J×21＋265/35R21タイヤ
■アルミホイール 7アームダイナミックデザイン 
    プラチナムグレー 9J×21＋265/35R21タイヤ

■S lineインテリアプラスパッケージ*¹*²
 ・ バルコナレザー 
    ダイヤモンドステッチング Sロゴ
 ・ デコラティブパネル ピアノブラック
 ・ 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 
    マルチファンクション
    パドルシフト ヒーター
 ・ コンフォートセンターアームレスト
   （フロント）
 ・ ドアシルトリム（Sロゴ）
 ・ ステンレスペダルカバー

■アシスタンスパッケージ*¹
・ アダプティブウインドウ
    スクリーンワイパー
・ センターエアバッグ（フロント）

■プレディクティブアクティブ
     サスペンション
■左ハンドル

■Bang & Olufsen 3Dアドバンスト
サウンドシステム（23スピーカー）*¹

■Audiデザインセレクション  
    パステルシルバー *¹*³
 ・ アウディデザインセレクション
    フルレザーパッケージ
 ・ ヘッドライニング ダイナミカ
 ・ エクステンダブルサンバイザー
 ・ デコラティブパネル ピアノブラック
 ・ ステアリングホイール 
     3スポーク マルチファンクション 
   パドルシフト ヒーター
 ・ コンフォートセンターアームレスト（フロント）
・ ドアシルトリム（Sロゴ）
・ ステンレスペダルカバー

■エアクオリティパッケージ*¹
■フルレザーパッケージ

■コンフォートセンターアームレスト（フロント）

■デコラティブパネル ウォルナット ナチュラル
■デコラティブパネル ユーカリプタス 
    ナチュラルグレーブラウン
■100V電源ソケット

40 4141
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338kW（460PS） / 5,500rpm

660Nm（67.3kgm） / 1,850-4,500rpm

quattro（4WD）

5.8m

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

最小回転半径

5,190×1,945×1,470（mm）

3,000（mm）

3,996（cc）

5名

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

乗車定員

主要諸元

Audi A8 60 TFSI quattro
V8 4.0ℓ TFSIエンジン搭載モデル。
Audiの伝統を継承し、さらなるプレステージへ。

＊1 コンフォートパッケージの選択が必須となります。＊2 S lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。＊3  S lineインテリアプラスパッケージの同時選択はできません。＊4 パノラマサンルーフの選択が必須となります。
※Audi connectの詳細については、P30-31をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP52-61 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なります。

主要標準装備 太文字はAudi A8 55 TFSI quattro から追加・変更される装備です。

Exterior
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ OLEDリヤライト
・ エクステリアミラーハウジング ボディカラー
・ 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

・ アルミホイール 10パラレルスポークデザイン 
グラファイトグレー パートリーポリッシュト 
9J×20＋265/40R20タイヤ

・ パワークロージングドア 
・ オートマチックトランクリッド

Performance
・ アダプティブエアサスペンション
・ アウディドライブセレクト
・ 48Vマイルドハイブリッド（MHEV）
   ドライブシステム

Interior
・ コンフォートシート（フロント）／バルコナレザー
・ フロントシート電動調整機能 メモリー機能
・ ランバーサポート 4ウェイ
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ シートベンチレーション マッサージ機能（フロント）
・ トランクスルー機能
・ エクステンデッドレザーパッケージ
・ エクステンデッドアルミニウムルックボタン
・ 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

・ ローワーデコラティブパネル 
マットブラッシュトアルミニウム

・ ステアリングホイール ダブルスポーク
マルチファンクション パドルシフト

・ デラックスオートマチックエアコンディショナー
・ マルチカラーアンビエントライティング
・ 電動サンブラインド（リヤ/リヤサイド）

Technology
・ MMIナビゲーション
・ Audi connect
・ スマートフォンインターフェース
・ バーチャルコックピット
・ ヘッドアップディスプレイ
・ アウディサウンドシステム（10スピーカー）
・ ワイヤレスチャージング

Assistance & Safety
・ 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
・ フロントクロストラフィックアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディプレセンスフロント
・ 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
・ パークアシストプラス
・ サラウンドビューカメラ
・ 助手席エアバッグカットオフスイッチ付
・ アドバンストキーシステム（デッドロック機能付）

■コンフォートパッケージ

・ インディビジュアル電動シート
（リヤ）〈リヤ3名乗車〉
・ コンフォートヘッドレスト（リヤ）
・ ランバーサポート（リヤサイドシート）
・ 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
・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートリモート
・ Bang & Olufsen 

3Dサウンドシステム（17スピーカー）
・ ステアリングホイール 
    ダブルスポーク マルチファンクション 
    パドルシフト ヒーター
・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス

■S lineスタイリングパッケージ*¹
・ S lineエクステリア
・ コンフォートスポーツシート
・ バルコナレザー 
ダイヤモンドステッチング

■アルミホイール 5ダブルスポーク
（Sスタイル） ガルヴァノシルバー 
9J×20＋265/40R20タイヤ*¹*²

■ブラックAudi rings &
    ブラックスタイリングパッケージ
   （Audi exclusive）*¹*²
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
     （ボディカラーブリリアントブラック、ミトスブラック
      メタリック選択時はボディ同色になります）

■パノラマサンルーフ

■アルミホイール 20スポークデザイン  
    コントラストグレー パートリーポリッシュト
    9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 5Vスポークスターデザイン 
    グロスアンスラサイトブラック 
    グロスターンドフィニッシュ 

9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 10Yスポークエボスタイル 
    ブラック パートリーポリッシュト
     9J×21＋265/35R21タイヤ
■アルミホイール 7アームダイナミックデザイン 
プラチナムグレー

    9J×21＋265/35R21タイヤ

■S lineインテリアプラスパッケージ*¹*²
・ バルコナレザー 
    ダイヤモンドステッチング Sロゴ
・ デコラティブパネル ピアノブラック
・ 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 
    マルチファンクション パドルシフト ヒーター
・ コンフォートセンターアームレスト
  （フロント）
・ ドアシルトリム（Sロゴ）
・ ステンレスペダルカバー

■アシスタンスパッケージ*¹
・ アダプティブウインドウスクリーンワイパー
・ センターエアバッグ（フロント）

■プレディクティブアクティブ
      サスペンション
■左ハンドル

■Bang & Olufsen
    3Dアドバンストサウンド

 システム（23スピーカー）*¹*4

■Audiデザインセレクション 
パステルシルバー *¹*³

・ アウディデザインセレクション
    フルレザーパッケージ
・ ヘッドライニング ダイナミカ
・ エクステンダブルサンバイザー
・ デコラティブパネル ピアノブラック
・ ステアリングホイール 3スポーク
    マルチファンクション
    パドルシフトヒーター
 ・ コンフォートセンターアームレスト（フロント）
・ ドアシルトリム（Sロゴ）
・ ステンレスペダルカバー

■エアクオリティパッケージ*¹
■フルレザーパッケージ

■コンフォートセンターアームレスト
   （フロント）
■デコラティブパネル ウォルナット 
    ナチュラル
■デコラティブパネル ユーカリプタス  
    ナチュラルグレーブラウン
■100V電源ソケット

主要オプション装備 スペシャルオプション
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338kW（460PS） / 5,500rpm

660Nm（67.3kgm） / 1,850-4,500rpm

quattro（4WD）

6.0m

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

最小回転半径

5,320×1,945×1,485（mm）

3,130（mm）

3,996（cc）

5名*

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

乗車定員

主要諸元

＊ コンフォートパッケージ選択時は4名となります。

Audi A8 L 60 TFSI quattro
それは、オーナーのために、ゲストのために。

くつろぎに満ちて、贅を尽くした空間と時間を愉しむ。

＊1 コンフォートパッケージの選択が必須となります。＊2 S lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。＊3  S lineインテリアプラスパッケージの同時選択はできません。＊4 パノラマサンルーフの選択が必須となります。
※Audi connectの詳細については、P30-31をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP52-61 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なります。

主要オプション装備 スペシャルオプション

Exterior
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ OLEDリヤライト
・ エクステリアミラーハウジング ボディカラー
・ 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

・ アルミホイール 10パラレルスポークデザイン 
グラファイトグレー パートリーポリッシュト 
9J×20＋265/40R20タイヤ

・ パワークロージングドア 
・ オートマチックトランクリッド

Performance
・ アダプティブエアサスペンション
・ アウディドライブセレクト
・ 48Vマイルドハイブリッド（MHEV）
   ドライブシステム

Interior
・ コンフォートシート（フロント）／
   バルコナレザー
・ フロントシート電動調整機能 メモリー機能
・ ランバーサポート 4ウェイ（フロント/リヤ）
・ インディビジュアル電動シート（リヤ）
   〈リヤ3名乗車〉
・ コンフォートヘッドレスト（リヤ）
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ シートベンチレーション 
   マッサージ機能（フロント）
・ トランクスルー機能
・ エクステンデッドレザーパッケージ
・ エクステンデッドアルミニウムルックボタン
・ 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

・ ローワーデコラティブパネル 
　マットブラッシュトアルミニウム

・ ステアリングホイール ダブルスポーク
　マルチファンクション パドルシフト
・ 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
・ マルチカラーアンビエントライティング
・ 電動サンブラインド（リヤ/リヤサイド）

Technology
・ MMIナビゲーション
・ Audi connect
・ スマートフォン
   インターフェース
・ バーチャルコックピット
・ ヘッドアップディスプレイ
・ アウディサウンドシステム
   （10スピーカー）
・ ワイヤレスチャージング

Assistance & Safety
・ 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
・ フロントクロストラフィックアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディプレセンスフロント
・ 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
・ パークアシストプラス
・ サラウンドビューカメラ
・ 助手席エアバッグカットオフスイッチ付
・ アドバンストキーシステム
   （デッドロック機能付）

■コンフォートパッケージ〈リヤ2名乗車〉
・ コンフォートコンツアーリヤシート
〈リヤ2名乗車〉
・ リヤフットレスト（床置式）
・ リヤシートリモート
・ シートベンチレーション 
マッサージ機能（リヤ）

・ センターアームレストヒーター（リヤ）
・ ドアアームレストヒーター（リヤ）
・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートモニター
・ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム
（17スピーカー）
・ ステアリングホイール
 　ダブルスポークマルチファンクション 
パドルシフト ヒーター

・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス
・ 100V電源ソケット

■S lineスタイリングパッケージ*¹  
 ・ S lineエクステリア
 ・ コンフォートスポーツシート
 ・ バルコナレザー 
　ダイヤモンドステッチング

■アルミホイール 5ダブルスポーク 
（Sスタイル） ガルヴァノシルバー  
　9J×20＋265/40R20タイヤ*¹*²

■ブラックAudi rings &  
ブラックスタイリングパッケージ  
（Audi exclusive）*¹*²
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
・ エクステリアミラーハウジンググロスブラック
　　（ボディカラーブリリアントブラック、ミトスブラック　　

        メタリック選択時はボディ同色になります）

■パノラマサンルーフ

■アルミホイール 20スポークデザイン  
    コントラストグレー パートリーポリッシュト 
　9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 5Vスポークスターデザイン
　グロスアンスラサイトブラック 
　グロスターンドフィニッシュ  

9J×20＋265/40R20タイヤ
■アルミホイール 10Yスポークエボスタイル
　ブラック パートリーポリッシュト 
　9J×21＋265/35R21タイヤ
■アルミホイール 7アームダイナミック デザイン 
　プラチナムグレー 
    9J×21＋265/35R21タイヤ

■S lineインテリアプラスパッケージ*¹*²
・ バルコナレザー 
    ダイヤモンドステッチング Sロゴ
・ デコラティブパネル ピアノブラック
・ 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
     マルチファンクション パドルシフト
     ヒーター
・ コンフォートセンターアームレスト
   （フロント）
・ ドアシルトリム（Sロゴ）
・ ステンレスペダルカバー

■アシスタンスパッケージ*¹
・ アダプティブウインドウスクリーンワイパー
・ センターエアバッグ（フロント/リヤ）

■プレディクティブアクティブサスペンション

■左ハンドル

■Bang & Olufsen 3Dアドバンスト
    サウンドシステム（23スピーカー）*¹*⁴

■Audiデザインセレクション  
    パステルシルバー *¹*³
・ アウディデザインセレクション
    フルレザーパッケージ
・ ヘッドライニング ダイナミカ
・ エクステンダブルサンバイザー
・ デコラティブパネル ピアノブラック
・ ステアリングホイール 3スポーク
    マルチファンクション パドルシフト
    ヒーター
・ コンフォートセンターアームレスト（フロント）
・ ドアシルトリム（Sロゴ）
・ ステンレスペダルカバー

■エアクオリティパッケージ*¹
■フルレザーパッケージ

■コンフォートセンターアームレスト
   （フロント）
■デコラティブパネル ウォルナット
    ナチュラル
■デコラティブパネル ユーカリプタス  
    ナチュラルグレーブラウン

太文字はAudi A8 L 60 TFSI quattro にのみ標準仕様となる装備です。

太文字はAudi A8 Lにのみ設定可能な装備です。

主要標準装備
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主要標準装備

420kW（571PS）/6,000rpm

800Nm（81.6kgm）/2,050-4,500rpm

quattro（4WD）

5.3m

最高出力［ネット］

最大トルク［ネット］

駆動方式

最小回転半径

5,190×1,945×1,475（mm）

3,000（mm）

3,996（cc）

5名

全長×全幅×全高

ホイールベース

総排気量

乗車定員

主要諸元

Audi S8
ステアリングを握る愉しさは、さらなる高次元へ。

走りを極め、ラグジュアリーを纏うスーパーサルーン。

＊1 ブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージの選択が必須となります。＊2 コンフォートパッケージの選択が必須となります。
※Audi connectの詳細については、P30-31をご参照ください。※掲載の装備内容、オプション内容は一部抜粋となります。詳しくはP52-61 Equipmentをご覧ください。※写真は一部、日本仕様と異なります。

■コンフォートパッケージ

・ インディビジュアル電動シート（リヤ）
〈リヤ3名乗車〉
・ コンフォートヘッドレスト（リヤ）
・ ランバーサポート（リヤサイドシート）
・ 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

・ マトリクスLEDインテリアライト
・ リヤシートリモート
・ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム
（17スピーカー）
・ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
・ プライバシーガラス

主要オプション装備 スペシャルオプション

太文字はAudi S8 にのみ標準仕様となる装備です。

太文字はAudi S8にのみ設定可能な装備です。

Exterior
・ HDマトリクスLEDヘッドライト
・ OLEDリヤライト
・ エクステリアミラーハウジング 
アルミニウムルック

・ 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
・ アルミホイール 5ダブルスポーク
　スターデザイン 9J×21＋265/35R21タイヤ
・ パワークロージングドア 
・ オートマチックトランクリッド

Performance
・ プレディクティブアクティブサスペンション
・ アウディドライブセレクト
・ ダイナミックオールホイールステアリング
・ リヤスポーツディファレンシャル
・ 48Vマイルドハイブリッド（MHEV）
   ドライブシステム

Interior
・ コンフォートスポーツシート（フロント）／
   バルコナレザー
・ フロントシート電動調整機能 メモリー機能
・ ランバーサポート 4ウェイ
・ シートヒーター（フロント/リヤ）
・ シートベンチレーション マッサージ機能（フロント）
・ トランクスルー機能
・ フルレザーパッケージ
・ エクステンデッドアルミニウムルックボタン
・ デコラティブパネル カーボンベクター
・ ローワーデコラティブパネル 
マットブラッシュトアルミニウム

・ ステアリングホイール 3スポーク
マルチファンクション パドルシフト ヒーター

・ デラックスオートマチックエアコンディショナー
・ マルチカラーアンビエントライティング
・ コンフォートセンターアームレスト（フロント）
・ セレクターレバー カーボン
・ 電動サンブラインド（リヤ/リヤサイド）

Technology
・ MMIナビゲーション
・ Audi connect
・ スマートフォンインターフェース
・ バーチャルコックピットプラス
・ ヘッドアップディスプレイ
・ アウディサウンドシステム（10スピーカー）
・ ワイヤレスチャージング

Assistance & Safety
・ 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
・ エマージェンシーアシスト
・ フロントクロストラフィックアシスト
・ アウディサイドアシスト
・ アウディプレセンスフロント
・ 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
・ パークアシストプラス
・ サラウンドビューカメラ
・ 助手席エアバッグカットオフスイッチ付
・ アドバンストキーシステム（デッドロック機能付）

■ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ
（Audi exclusive）
・ ブラックAudi rings
・ ブラックスタイリングパッケージ
 ・ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
　　（ボディカラーブリリアントブラック、ミトスブラック
　　メタリック選択時はボディ同色になります）

■エクステリアミラーハウジング カーボン*¹
■パノラマサンルーフ

■アルミホイール 10Yスポークエボスタイル
　　ブラック パートリーポリッシュト

9J×21＋265/35R21タイヤ
■アルミホイール 7アームダイナミックデザイン 
    プラチナムグレー  9J×21＋265/35R21タイヤ
■アルミホイール 10スポークスターデザイン ブラック 

9J×21＋265/35R21タイヤ
■カラードブレーキキャリパー レッド
■セラミックブレーキ

■Audiデザインセレクション パステルシルバー *²
・ アウディデザインセレクション
    フルレザーパッケージ
・ ヘッドライニング ダイナミカ
・ エクステンダブルサンバイザー

■アシスタンスパッケージ*²
・ アダプティブウインドウスクリーンワイパー
・ センターエアバッグ（フロント）

■左ハンドル

■Bang & Olufsen 3Dアドバンスト
    サウンドシステム（23スピーカー）*²
■エアクオリティパッケージ*²

■デコラティブパネル ウォルナット ナチュラル
  セレクターレバー レザー
■デコラティブパネル ユーカリプタス 
    ナチュラルグレーブラウン
   セレクターレバー レザー
■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
    セレクターレバー レザー
■ヘッドライニング ブラック
■ヘッドライニング ブラック ダイナミカ
■100V電源ソケット
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Body Colours Wheels & Tires 

ヴェスヴィオグレー メタリックフロレットシルバー メタリック

ミトスブラック メタリック ファーマメントブルー メタリック

Metallic paint finishesSolid paint finish

デイトナグレー パールエフェクト
［S lineスタイリングパッケージ装着車、Audi S8設定色］

Pearl effect paint finish

アルミホイール 15スポークデザイン
9J×19 ＋255/45R19タイヤ
［Audi A8 55 TFSI quattroに標準装備］

アルミホイール 10パラレルスポークデザイン グラファイトグレー
パートリーポリッシュト 9J×20 ＋265/40R20タイヤ
［Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattroに標準装備］
［Audi A8 55 TFSI quattroにオプション］

アルミホイール 20スポークデザイン コントラストグレー
パートリーポリッシュト 9J×20＋265/40R20タイヤ
［Audi A8にオプション］

アルミホイール 5Vスポークスターデザイン グロスアンスラサイトブラック 
グロスターンドフィニッシュ9J×20＋265/40R20タイヤ
［Audi A8にオプション］

アルミホイール 5ダブルスポーク（Sスタイル） ガルヴァノシルバー
9J×20＋265/40R20タイヤ
［Audi A8 55 TFSI quattroにS lineスタイリングパッケージとしてセット
オプション。Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattroにオプション］

テラグレー メタリック*
［Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、
  A8 L 60 TFSI quattro設定色］

グレイシアホワイト メタリックブリリアントブラック

アルミホイール 5ダブルスポークスターデザイン
9J×21＋265/35R21タイヤ
［Audi S8に標準装備］

ディストリクトグリーン メタリック

ウルトラブルー メタリック
［S lineスタイリングパッケージ装着車、Audi S8設定色］

マンハッタングレー メタリック*
［Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、
  A8 L 60 TFSI quattro設定色］

アルミホイール 10Yスポークエボスタイル ブラック パートリーポリッシュト
9J×21＋265/35R21タイヤ
［Audi A8、S8にオプション］

アルミホイール 7アームダイナミックデザイン プラチナムグレー
9J×21＋265/35R21タイヤ
［Audi A8、S8にオプション］

アルミホイール 10スポークスターデザイン ブラック
9J×21＋265/35R21タイヤ
［Audi S8にオプション］

 ※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。＊S lineスタイリングパッケージ装着車は選択できません。48 49

Exterior



Seat Colours  Decorative Inlays

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 A8に標準装備］
［Audi S8にオプション］

ブラック／バルコナレザー

［Audi A8に標準装備］

ブラック（スティールグレーステッチ）／バルコナレザー

［Audi A8に標準装備］
コニャックブラウン（スティールグレーステッチ）／バルコナレザー

［Audi A8に標準装備］

コニャックブラウン／バルコナレザー

［Audi A8に標準装備］

サードブラウン（スティールグレーステッチ&パイピング）／バルコナレザー
［Audi A8に標準装備］

パールセントベージュ（スティールグレーステッチ&パイピング）／
バルコナレザー

［Audi A8に標準装備］

ウォルナット ナチュラル
［Audi A8、S8にオプション］

ブラック／バルコナレザー（Sロゴなし）
［Audi A8にS lineスタイリングパッケージとしてセットオプション］

ブラック（スティールグレーステッチ）／バルコナレザー

［Audi S8に標準装備］
［Audi A8にS lineインテリアプラスパッケージとしてセットオプション］

メルロッドレッド（ロックグレーステッチ）／バルコナレザー

［Audi S8に標準装備］
［Audi A8にS lineインテリアプラスパッケージとしてセットオプション］

コニャックブラウン（スティールグレーステッチ）／バルコナレザー

［Audi S8に標準装備］
［Audi A8にS lineインテリアプラスパッケージとしてセットオプション］

パステルシルバー（グラナイトグレーステッチ&パイピング）／バルコナレザー
［Audi A8、S8にAudiデザインセレクション パステルシルバーとしてセット
オプション］

カーボンベクター　

［Audi S8に標準装備］
ピアノブラック

［Audi A8にS lineインテリアプラスパッケージ、
またはAudiデザインセレクション パステルシルバーとしてセットオプション］

ユーカリプタス ナチュラルグレーブラウン
［Audi A8、S8にオプション］

 ※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。50 51

Interior



バーチャルコックピット*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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。

＊ Audi A8に標準装備。Audi S8はバーチャルコックピットプラスになります。 

ヘッドアップディスプレイ

速度、アシスタンスシステム、ナビゲーションや警告といった情報を、

ドライバーの直接視野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。高さ調節が可能で、コントラストのはっきりしたマルチ

カラーで表示します。

エクステンデッドレザーパッケージ*
センターコンソール、ステアリングホイール上のエアバッグカバー、イン

ストルメントパネル上部、ドアアームレスト、ドアレール、ドアアームレス

ト上の蓋付き収納（フロント/リヤ）がファインナッパレザーとなります。
＊ Audi A8に標準装備。

フルレザーパッケージ*
エクステンデッドレザーパッケージに加えて、インストルメントパネル

下部、ドアポケット、フロントシートのシートトリム/バックレスト/ヘッド
レストがファインナッパレザーとなります。

＊ Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。

Equipment

Standard Equipment  標準装備

HDマトリクスLEDヘッドライト 
ダイナミックターンインディケーター（フロント/リヤ）
ハイビームのユニットを横2列のLED配置とすることで、高精細、
高解像度な照射を行います。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。

オートマチックトランクリッド

解錠した状態でアドバンストキーのボタン、運転席ドアのボタン、または

トランクリッドハンドルにあるボタンを軽く押すと、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。

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。

OLEDリヤライト
革新的なOLED（有機ELテクノロジー）によって、省電力で軽量、影の
発生を抑え、基板そのものが面全体で発光し、均一な照明、高い

視認性そして斬新なライティングデザインを生み出します。微細な

3次元のセグメントに分割できるOLEDにより、特徴的な発光パターン
が可能になりました。アウディドライブセレクトでダイナミックを選択する

と点灯パターンが変わるとともに、停車時に後続車が2m以内に近づく
とすべてのOLEDセグメントを点灯させることで車間距離の確保を警告
します。

アダプティブエアサスペンション*
車高と減衰力を自動制御し、優れた乗り心地とドライビングダイナ

ミクスを実現する電子制御式エアサスペンションです。アウディ

ドライブセレクトから車高の設定を含めた様々なモードを選択

できます。オートモードまたはダイナミックモードで高速走行時には

自動的に車高が下がることで空気抵抗を低減し、ハンドリングを

向上させます。

＊ Audi A8に標準装備。

プレディクティブアクティブサスペンション*¹ 
電動制御のサスペンションシステム。48Vのメイン電源システムから
の電力で、各サスペンションの下に装着された電気モーターを稼働

します。コントロールユニットが、カメラからのデータを始めとする

サスペンションに関する全てのシグナルを統合的に制御し、各システム

間を緊密に連携させ、かつてない幅広い機能を実現します。路面

状況、運転状況を常時予測し、車高と減衰力をアクティブに調整。

車内をフラットに保つほか、安定したコーナリング姿勢、理想的な乗り

心地を実現しています。また、アウディ プレセンス360のシステム
と連携し、側面からの衝突の危険*²を予測、瞬時に衝撃にさらされる

側のボディを最大約80mm持ち上げます。ボディの強度の高い構造
箇所で衝撃の大半を受け止めることにより、乗員にもたらされる

衝撃を軽減します。

＊ 1 Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。
＊ 2 約25km/h以上の速度での衝突を予測した場合。

マルチカラーアンビエントライティング

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。

リヤスポーツディファレンシャル*
電子制御式スポーツディファレンシャルが、左右の後輪の駆動力配分

を最適に制御します。電子制御式油圧多板クラッチにより理想的な

トルク配分を計算して、トルクをリヤホイール間に積極的かつ可変的

に配分します。特にコーナリング時においてコーナー進入の早い段階

でアンダーステアやオーバーステアを抑制し、卓越した敏捷性と意の

ままのドライビングダイナミクスを実現します。

＊ Audi S8に標準装備。

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5.3m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。

＊ Audi S8に標準装備。

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。

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（1,280×660）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。ウインドスクリーンとサイドウインドウにデフロスターノズル、

また複合汚染物質/微粒子除去フィルターも装備しています。
＊ Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8に標準装備。

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します。

＊ Audi A8 L 60 TFSI quattroに標準装備。
　　Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8にコンフォートパッケージ
   と してセットオプション。

フロントシート電動調整機能 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。ランバーサポートは空気圧調整式で運転席／助手席と

もにメモリー機能付き。

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／助手席の座面と背もたれに3段階で調整可能なベンチ
レーション機能を備え、外気温の高い時でも空気を取り入れて快適

なシート環境を提供します。マッサージ機能（フロント）は16個の空気
圧調整式3ウェイサポートクッションで3段階の強度を選べます。
シートのクイック選択ボタンまたはMMIディスプレイから操作でき、
8種類のマッサージプログラムから選択することができます。
＊ Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattro、S8に標準装備。
　　Audi A8 55 TFSI quattroにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

リヤシート3シーター*
ゆったりとしたくつろぎの空間が広がる3シーター。センターアーム
レストは折りたたみ式で、カップホルダー2個とストレージコンパート
メントが付属します。

＊ Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8に標準装備。　
　　Audi A8 L 60 TFSI quattroにはインディビジュアル電動シート（リヤ）〈リヤ3名乗車〉 
   が標準装備と なります。

トランクスルー機能 *
荷室スペースを広げて、スキー板など長い荷物を載せる時などに

便利です。

＊ Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattro、S8に標準装備。
　　Audi A8 55 TFSI quattroにコンフォート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。

スマートフォンインターフェース

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）、Android 5.0以上になります。

ワイヤレスチャージング

センターアームレスト（フロント）のトレー内の充電器に携帯電話を置く

と、ワイヤレスで充電できます。

※一部機種により利用できない場合があります。

ステアリングホイール ダブルスポーク
マルチファンクション パドルシフト*
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

先進的でハイグレードなデザインが室内に見事に溶け込みます。ステア

リングホイールとセレクターレバーのレザーは選択したダッシュボード

上部とカラーコーディネートされます。ステアリングホイールの高さと

奥行きは電動調整式。12個のマルチファンクションボタンを装備し、
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。乗り降りしやすい位置にステア

リングが自動で移動する、自動エントリー／エグジット機能を備えて

います。

＊ Audi A8に標準装備。Audi S8はステアリングホイール 3スポーク マルチファンクション 
　　パドルシフト ヒーターになります。

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。
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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。

ターンアシスト

右折時のドライバーの死角を、レーダーが監視。大型トラックの背後の

対向車も感知します。システムが危険を察知した場合、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。

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。

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の見えないエリアや高速道路の出入口を

レーザースキャナー、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。

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。

Equipment

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、
レーザースキャナー、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。車線の無い道路状況でもレーザー

スキャナーがガードレールや中央分離帯などの構造物や障害物、

前方を走行している車両を検出することで制御可能な範囲が広がり

ました。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、さらにインディ
ケーターを起動し車線変更しようとするとLEDが点滅して警告します。
※作動には条件があります。

アウディプレセンスフロント

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。前方への衝突が差し迫っているとシステムが判断すると、

車速と状況に応じて段階的にドライバーに警告。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。250km/h以下の車速で
他の車両を、85km/h以下の車速で歩行者と自転車を検知します。

アウディプレセンス360
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。

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あらゆる

角度での確認が行えます。

※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運転支援機能であり、その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。

パークアシストプラス

超音波センサーによりパーキングスペースを検知し、理想的な駐車

経路と退出経路を算出。ドライバーはディスプレイの指示に従って

Pボタンを押し続け、駐車プロセスを監視するだけでクルマをスムーズ
に駐車スペースへ移動することができます。操舵角に応じて経路が

表示され、経路上の障害物をドライバーへディスプレイを通して速やか

に警告します。

エマージェンシーアシスト*
運転中およびアクティブレーンアシストの作動中にドライバーの反応が

なかった場合に表示や音などで警告。危険を察知しシステムの限度内

で反応しなければ、システムがクルマのコントロールを引き受け、走行

レーン内に自動で停止させます。アウディプレセンスを起動させ、

乗員のレスキューに備え、自動でエマージェンシーコールにつなぎます。

＊  Audi S8に標準装備。

助手席エアバッグカットオフスイッチ付

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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〈装備内容〉

■ S lineエクステリア
■ アルミホイール 5ダブルスポーク（Sスタイル）
ガルヴァノシルバー 9J×20＋265/40R20タイヤ*

■ コンフォートスポーツシート
■ バルコナレザー ダイヤモンドステッチング

S lineスタイリングパッケージ

55 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S855 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S8

Optional Equipment

〈装備内容〉

■ インディビジュアル電動シート （リヤ）〈リヤ3名乗車〉*1

■ コンフォートヘッドレスト （リヤ）*1

■ ランバーサポート （リヤサイドシート）*1

■ シートベンチレーション マッサージ機能 （フロント）*2

■ 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 *1

コンフォートパッケージ

■ トランクスルー機能*2

■ マトリクスLEDインテリアライト
■ リヤシートリモート
■ コンフォートコンツアーリヤシート〈リヤ2名乗車〉*³
■ リヤフットレスト（床置式）*³

■ シートベンチレーション マッサージ機能 （リヤ）*³
■ ドアアームレストヒーター（リヤ）*³
■ センターアームレストヒーター（リヤ）*³
■ リヤシートモニター *³
■ Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（17スピーカー）

＊1 Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8の場合。　＊2 Audi A8 55 TFSI quattroの場合。　＊3 Audi A8 L 60 TFSI quattroの場合。 ＊4 Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattroの場合。 ※コンフォートパッケージの選択が必須となります。 ＊Audi A8 55 TFSI quattroの場合。

■ ステアリングホイール ダブルスポーク マルチファンクション
　　パドルシフト ヒーター *⁴

■ デジタルマトリクスLEDヘッドライト
■ プライバシーガラス
■ 100V電源ソケット*³

インディビジュアル電動シート（リヤ）〈リヤ3名乗車〉
前後スライド、座面角度、リクライニングの電動調整が可能。空気

圧調整式4ウェイランバーサポート、リヤシートのメモリー機能、
サイドエアバッグも装備されます。

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
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

します。

マトリクスLEDインテリアライト
後部座席のセンターにタッチ操作のマトリクスLEDによる読書灯を
装備しています。リヤシートリモートの調整により片側7つのLEDライト
の照射範囲を変えることができます。

コンフォートコンツアーリヤシート〈リヤ2名乗車〉
前後スライド、座面角度、リクライニングの電動調整が可能。左右

アウターリヤシートのメモリー機能、空気圧調整式4ウェイランバー
サポート、サイドエアバッグを搭載。リヤシートの間に設置されたロング

センターコンソールのリヤシートリモートから助手席のポジション調整が

可能です。

リヤシートリモート

5.7インチの高解像度（1,920×1,080画素）ディスプレイを備え、
タッチセンサー画面でまるでスマートフォンのように指先で操作できます。

マトリクスLEDインテリアライト、シートヒーターやベンチレーション機能
を含むエアコンの温度調節、マッサージ機能を含むシート調整、

サンブラインド操作、アンビエントライティングのカラーが調整できます。

デジタルマトリクスLEDヘッドライト
マトリクスLEDヘッドライトをさらに進化させた、Audi最先端の
ライティングテクノロジー。より高解像度の光を直接投影することで、

さらに高精細な配光制御を実現しています。対向車や先行車の

車両を検知すると、検知された車両への光を正確にカット。ハイ

ビームの自動制御と流れるような配光遷移により、シームレスな

光を描きます。これにより、暗闇でのドライブの安全性と快適性を

さらに向上させます。

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がダークティン

テッドガラスとなります。

Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（17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
17個のラウドスピーカー、トータル出力730ワット16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。

※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 A8 55 TFSI quattro
S lineスタイリングパッケージ装着車
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Special Optional 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。

〈装備内容〉 〈装備内容〉〈装備内容〉 〈装備内容〉

■ バルコナレザー  ダイヤモンドステッチング Sロゴ
■ デコラティブパネル  ピアノブラック
■ 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 マルチファンクション

 パドルシフト ヒーター

■ アダプティブウインドウスクリーンワイパー
■ センターエアバッグ（フロント）*¹

■ センターエアバッグ（フロント/リヤ）*²

■ アウディデザインセレクション フルレザーパッケージ
■ ヘッドライニング ダイナミカ
■ エクステンダブルサンバイザー
■ デコラティブパネル  ピアノブラック*

■ ブラックAudi rings
■ ブラックスタイリングパッケージ
■ エクステリアミラーハウジング グロスブラック
（ボディカラーブリリアントブラック、ミトスブラックメタリック選択時はボディ同色になります） 

■ コンフォートセンターアームレスト（フロント）
■ ドアシルトリム（Sロゴ）
■ ステンレスペダルカバー

■ ステアリングホイール 3スポーク マルチファンクション
 パドルシフト ヒーター *
■ コンフォートセンターアームレスト（フロント）*
■ ドアシルトリム（Sロゴ）*
■ ステンレスペダルカバー *

S lineインテリアプラスパッケージ アシスタンスパッケージAudiデザインセレクション パステルシルバー ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ（Audi exclusive）

アダプティブウインドウスクリーンワイパー

ヒーター付ウォッシャージェットがワイパーブレードの上下に組み

こまれています。ワイパーが上に向かって作動する際はウォッシャー

液が上へ、下に向かう際は下へ噴射されます。

センターエアバッグ

車体の横から衝撃を受けた際、フロント左右シートの間から（Audi 
A8 / S8）、またはフロント/リヤの左右シートの間から（Audi A8 L）
センターエアバッグが展開します。

55 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S8 55 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S855 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S8 55 TFSI quattro 60 TFSI quattro A8 L S8

※コンフォートパッケージとS lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。 ※コンフォートパッケージの選択が必須となります。　＊1 Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、S8の場合。 ＊2 Audi A8 L 60 TFSI quattroの場合。※コンフォートパッケージの選択が必須となります。S lineインテリアプラスパッケージの同時選択はできません。　＊Audi A8の場合。 ※Audi A8ではコンフォートパッケージとS lineスタイリングパッケージの選択が必須となります。

Audi A8 55 TFSI quattro
ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ装着車

（Audi rings、シングルフレームグリル、エクステリアミラーハウジング、
ウインドウモール、サイドモール、リヤモデルエンブレム、

リヤバンパートリム、テールライトトリムがブラックになります。）
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パノラマサンルーフ

開放感あふれる開口部の大きなティンテッドガラスを採用した先進的

デザインのサンルーフです。電動で前方ガラスの開閉やチルトアップ

の操作が可能。フロント/リヤの乗員がサンブラインドを操作したり、
アドバンストキーによって外から開閉することもできます。快適で

明るい室内空間を実現するとともに効率的に換気を行えます。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。Audi A8 Lでは、2セクションで構成されます。

Bang & Olufsen 3Dアドバンストサウンドシステム（23スピーカー）*
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。23個のスピーカーから再生されるリアルな
高品質3Dサウンドをお愉しみください。スピーカー、センタースピーカー、
サブウーファーそれぞれに専用のパワーアンプを搭載、質感の高い

アルミニウム製スピーカーカバーと高品質なネオジム磁石を備えて

います。この、まったく類を見ないリアルなステレオと3Dサラウンド
体験は、Aピラーとリヤのヘッドライニングに設置した広帯域スピーカー、
ミッドレンジスピーカー、インストルメントパネルのセンタースピーカーと

左右の自動格納式アコースティックレンズ、またフラウンホーファー

技術によるSymphoria 2.0 3Dテクノロジーによって生み出され
ます。Symphoria 2.0 3Dが、広がり、奥行き、高さといった自然
な音響を表現。車内にいながらにして心地よい3次元感覚を生み
出します。同時にパッセンジャーセル（自動車の居住構造）という

物理的な限界もなくなり、車内がより広く感じられ、音楽を本来の

意図通りに展開させることができます。その結果、どの席に座って

いても立体的なオーディオ再生で非常に繊細な音の奥行きを実感

できます。また、23チャンネルのBeoCoreアンプ（総出力1,920
ワットの超高効率ICEpowerアンプ）が走行ノイズを補正。速度感
応式ボリューム調整も装備しています。

＊  Audi A8 55 TFSI quattro、S8ではコンフォートパッケージの選択が必須となります。
     Audi A8 60 TFSI quattro、A8 L 60 TFSI quattroではコンフォートパッケージと
     パノラマサンルーフの選択が必須となります。

 
100V電源ソケット*
＊ Audi A8 55 TFSI quattro、A8 60 TFSI quattro、Audi S8にオプション。
    Audi A8 L 60 TFSI quattroにコンフォートパッケージとしてセットオプション。

 
コンフォートセンターアームレスト（フロント）*
＊ Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。

 
左ハンドル

フルレザーパッケージ*
センターコンソール、ステアリングホイール上のエアバッグカバー、

インストルメントパネル上部/下部、ドアアームレスト、ドアレール、
ドアポケット、フロントのシートトリム/バックレスト/ヘッドレスト、          
ドアアームレスト上の蓋付き収納（フロント/リヤ）がファインナッパ
レザーとなります。

＊ Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。

 
カラードブレーキキャリパー レッド*
＊ Audi S8にオプション。

セラミックブレーキ*
＊ Audi S8にオプション。

ヘッドライニング ブラック*
＊ Audi S8にオプション。Audi A8にS lineインテリアプラスパッケージとしてセットオプ
ション。

ヘッドライニング ブラック ダイナミカ*
＊ Audi S8にオプション。

エクステリアミラーハウジング カーボン*
＊ Audi S8にオプション。ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージの選択
が必須となります。

Special Optional 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。

エアクオリティパッケージ*
イオン化装置と芳香剤から構成。イオン化することで空気中の

有害物質や細菌を低減。室内のエアクオリティを高めます。また、

2種類の高品質なフレグランスをご用意。香りの強さはお好みに
応じて4段階から選べます。
※室内の匂いを恒久的に変えるものではありません。また、フレグランスの粒子が衣類や
　　室内のクロス表面に沈着することはありません。
＊ コンフォートパッケージの選択が必須となります。

プレディクティブアクティブサスペンション*¹
電動制御のサスペンションシステム。48Vのメイン電源システムから
の電力で、各サスペンションの下に装着された電気モーターを稼働

します。コントロールユニットが、カメラからのデータを始めとする

サスペンションに関する全てのシグナルを統合的に制御し、各システム

間を緊密に連携させ、かつてない幅広い機能を実現します。路面

状況、運転状況を常時予測し、車高と減衰力をアクティブに調整。

車内をフラットに保つほか、安定したコーナリング姿勢、理想的な乗り

心地を実現しています。また、アウディ プレセンス360のシステム
と連携し、側面からの衝突の危険*²を予測、瞬時に衝撃にさらされる

側のボディを最大約80mm持ち上げます。ボディの強度の高い構造
箇所で衝撃の大半を受け止めることにより、乗員にもたらされる

衝撃を軽減します。

＊1 Audi S8に標準装備。Audi A8にオプション。
＊2 約25km/h以上の速度での衝突を予測した場合。

Audi Code待ち

60 61

Equipment



Audi RS Q e-tron

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。

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。

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。

2000

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

2018

100%電気自動車による
Formula E に本格参戦し、
初年度チーム優勝。

2022

電気自動車Audi RS Q e-tronで、
過酷なダカールラリーに挑戦。

初参戦で4回のステージ優勝を達成。

Audi
Motorsport
History
電気自動車によるレース、Formula E 参戦を経て、

電気モーター駆動のAudi RS Q e-tronでダカールラリーに参戦。

自動車メーカーとして初めて、モータースポーツの世界で

最も過酷なレースに電動ドライブのプロトタイプで挑戦。

創生期から続く革新的なテクノロジーを生み出す挑戦の歴史。

モータースポーツによる技術の実験室は新たなステージへ。

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。
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22.2.2205●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2022年5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
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