Audi RS3 Sedan RS 3 Saloon 2.5 TFSI quattro 294 kW (400 PS) S tronic
情報
価格
¥5,400,000
VAT毎月
もしくは 月々のお支払い金額 (AAA Sローン):
¥ 60,300

null

販売
Audi Approved Automobile みなとみら
い
〒 231-0001
神奈川県横浜市中区新港 2-3-3
電話: 0452273710
ファックス: 0456818028
see 1)

エンジン
車種
年
走行距離
駆動方式
トランスミッション
屋外用のペイント
インテリアカラー

シート生地
車検 期日
Audi認定中古車
車台番号
Audi code

ガソリン / 294 KW (400 PS) / 2,480 立法センチメート
ル
認定中古車
2018/04/20
31,300 km
4輪駆動
オートマチック
デイトナグレーパールエフェクト
インテリアカラー: ブラック-ロックグレー
インストゥルメントパネル: ブラック-ブラック
フロア: ブラック
ルーフ: ブラック
ファインナッパレザー コントラストステッチング
2021/04/19

457
AQ5FPHXV
Audi codeとは？
Audi Codeによって、お客様が保存した車両情報を管理致します。こ
のAudi Codeを使用することで、以前保存した車両を閲覧できたり、
ディーラースタッフにお客様のご要望をお伝えいただくことが容易に
なります。Audi Codeは、PDFを作成した際にも発行されます。

スマートフォン用サイトで確認
する

QRコードとは？
スマートフォンでQRコードを読み込むすることで、スマートフォン用
サイトにて本車両情報を確認することができます。QRコードを読み込
む為には、専用のアプリが必要です。
お使いのスマートフォンの通信速度にご注意ください。ご使用される
通信回線によっては、別途通信事業者から通信料の請求が発生する場
合があります。
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燃費*
複合
CO2排出量*
複合

km/ℓ (JC08モード)
188 g/km

*燃料消費率は欧州機関での審査値です。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、
使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります
。

オプション装備
アウディマグネティックライド
走行状況に合わせて減衰力をコントロール。ドライビングの快適性とダイナミクスが向上しました
。アダプティブダンパーシステムは、3つのサスペンション設定、オート、コンフォート、ダイナミ
ックから選択でき、アウディドライブセレクトからの操作が可能です。
カラードブレーキキャリパーレッド
鮮烈な赤がAudi RS 3の足元をさらにスポーティな印象に彩ります。フロントにRSのロゴが入りま
す。
デコラティブパネルカーボンファイバー
プライバシーガラス
リヤウインドウ、ドアウインドウ、サイドウインドウ（リヤ）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。
マットアルミニウムスタイリングパッケージ
フロントブレード、サイドフレーム、リヤのディフューザーインサートの水平板がマットアルミニ
ウムルックに。quattroロゴも含まれます。
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）
- Audi Matrix LED headlamps incl. dynamic turn signal in front and rear
ディーラーからのコメント
2018MY
Audi RS 3 Sedan
デイトナグレーPE
ｱｳﾃﾞｨﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸﾗｲﾄﾞ
ｶﾗｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｷｷｬﾘﾊﾟｰ ﾚｯﾄﾞ
ﾃﾞｺﾗﾃｨﾌﾞﾊﾟﾈﾙ ｶｰﾎﾞﾝﾌｧｲﾊﾞｰ
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｶﾞﾗｽ
ﾏｯﾄｱﾙﾐﾆｳﾑｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ﾏﾄﾘｸｽLEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Audi認定中古車をもっと身近にお乗りいただけるよう
ファイナンスプログラムや、サポートプランを
ご用意しております。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Audi Approved Automobile みなとみらいでは様々なモデルをご用意して
皆様のご来場をお待ちしております。
事前にご連絡いただければ直ぐにご試乗いただける準備
をしてお待ちをいたします。
ローン、リース、下取車査定などご相談承ります。
掲載画像以外にも必要な写真がございましたら
お問い合わせください。
遠方ご納車のご相談も承っております。
入庫まもないインターネット未掲載の車両もございます。
Audi認定中古車をお探しのお客様はぜひ当店へお気軽に
お問い合わせ下さい。
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(ハンドル：右)
(車検：2021年04月19日)
(修復歴：なし)
(保証期間：2022年04月まで 走行距離無制限)
(定期点検整備実施状況：納車時 点検整備費用は車両価格に含む)
(リサイクル料金：リ済別 16,040円)

標準装備
エクステリア

- LEDヘッドライト
- LEDリヤコンビネーションライト ダイナミックターンインディケーター
- アウディパーキングシステム
- アドバンストキーシステム (デッドロック機能付)
- アルミニウムマットスタイリングパッケージ
- エクステリアミラー コンベックス
- エクステリアミラー コンベックス
- エクステリアミラー 電動格納機能 動防眩機能 ヒーター
- エクステリアミラーハウジング マットアルミニウムルック
- バンパー RS
- ヒーター付きウインドシールドウォッシャーノズル
- ヘッドライトウォッシャー
- リヤスポイラー ボディカラー

ホイール/タイヤ

- アルミホイール 5アームブレードデザイン 8Jx19 235/35 R19
- タイヤプレッシャーモニタリング
- タイヤリペアキット

インテリア

- Audiバーチャルコックピット
- MMIナビゲーション
- ストレ－ジパッケージ
- センターアームレスト (フロント)
- デラックスオートマチックエアコンディショナー
- トランクルーム
- ドアシルトリム RS
- ヒートインシュレーティング ウィンドシールド
- フロアマット
- ライティングパッケージ
- ルームミラー 動防眩
- 標準ヘッドライニング
- 電動パワーウインドウ

ステアリングホイール
定員

- RSエンブレム付きステアリング 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
- 3分割可倒式リヤシート
- シートヒーター (フロント)
- スポーツシート (フロント)
- ファインナッパレザー コントラストステッチング
- ランバーサポート 4ウェイ (フロント)
- リヤ ヘッドレスト
- 電動調整機能 (フロント)

電装系

- Audi connect
- Audiスマートフォンインターフェイス
- Bang ＆ Olufsenサウンドシステム
- ハンズフリー (Bluetooth)
- ラジオ
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- ＴＶチューナー
エンジン/トランスミッション

- quattro®
- スタートストップシステム

テクノロジー＆セキュリティ

- ESC
- ISOFIXチャイルドシートアタッチメント
- 動ヘッドライトレンジコントロール (LEDヘッドライト)
- アウディサイドアシスト / アウディアクティブレーンアシスト / トラッフィックジャ
ムアシスト / リヤクロストラフィックアシスト
- アウディホールドアシスト
- アダプティブクルーズコントロール
- アダプティブクルーズコントロール/アウディプレセンス フロント
- イモビライザー/盗難警報装置
- エアバッグ (フロント/ニー)
- オールウェザーライト (LEDヘッドライト)
- サイドエアバッグ (フロント) / カーテンエアバッグ
- デイタイムランニングライト (LEDヘッドライト)
- プログレッシブステアリング
- マルチファンクションカメラ
- リヤビューカメラ
- リヤフォグライト
- レイン/ライトセンサー

その他

- アルミニウムルックインテリア
- スポーツ

仕様書
エンジン
エンジン種類

直列5気筒DOHCインタークーラー付ターボ (1気筒=4バルブ)

総排気量

2,480 cc

最高出力[ネット]

294 (400)/5,850-7,000

最大出力（ps）

400

最大出力（KW）

294 kW

最大トルク[ネット]

480(48.9)/1,700 - 5,850 Nm(kgm) / rpm

燃費
NOx排出量

38.7 mg/km

1) Audi Approved Automobile みなとみらい, 中区新港 2-3-3, 231-0001 横浜市 , 電話: 0452273710, ファックス: 0456818028, http://www.audi-minatomirai.jp/ja/aboutus/aaa_minatomirai.html
装備画像は一例です。実際に装着されているものとは異なる場合があります。
こちらに表示している情報は掲載時ものです。最新の車両状態についてはディーラーまでお問合せください。
実際の車両状態についてはディーラーまでお問合せください。
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