Audi A6 allroad quattro 3.0 TFSI
情報
価格
¥3,500,000
税込
もしくは 月々のお支払い例 (AAA Sローン):
¥ 21,200

null

販売
Audi Approved Automobile 大阪南
〒 593-8326
大阪府堺市西区鳳西町 2-4-1
TEL: 072-266-5300
FAX: 072-262-8711
見る 1)

エンジン
種別
初度登録
走行距離
駆動方式
トランスミッション
ボディカラー
インテリアカラー

シート生地
車検期日
Audi Approved Automobile
車台番号下3桁
Audi code

ガソリン / 228 KW (310 馬力) / 2,995 立法センチメー
トル
認定中古車
2015/01/29
25,932 km
4輪駆動
オートマチック
ファントムブラックPE
インテリアカラー: ブラック
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: ルナシルバー
本革 (ミラノ)
2020/01/28

474
A8XN3RM5
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

10.2 km/ℓ (JC08モード)
206 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
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
デラックスオートエアコンディショナーに加えて、以下の機能を装備。 ・デジタルディスプレイ付
きエアコンコントローラー（フロント） ・リヤにもデジタルディスプレイ付きエアコンコントロー
ラーを装備（左右別々の温度設定ができるほか、送風設定や吹出口も調整可能 / リヤコンパートメン
トのA/C機能はフロントのエアコンコントローラーからも調整可能） ・Bピラーに追加のエアベント
・空気品質センサーを用いたオートリサーキュレーションモード ・余熱の利用 ・フットエリアの独
立温度調整 ・ベンチレーション付きグローブボックス ・弱/中/強の3段階から選択
シートヒーター (フロント/リヤ)
A/Cコントロールパネルのボタンによって、シートクッション、バックレスト表面、シートサイドボ
ルスターの温度を3段階に調節することができます。
ユーティリティパッケージ
ラゲッジキット／ 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／リバーシブルマット
／シートヒーター（フロント/リヤ）
リバーシブルマット

ディーラーからのコメント

(ハンドル：右)
(車検：2020年01月28日)
(修復歴：なし)
(保証期間：1年間 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)

標準装備
エクステリア

- APS (アウディ パーキングシステム) フロント/リヤ ワーニングトーン
- LEDヘッドライト
- オートマチックテールゲート
- サイドウインドーモールディング (アルミニウム)
- セントラルロッキング用リモコン
- ドアミラー (右)
- ドアミラー (左)
- ハウジングドアミラー (ボディ同色)
- ヘッドライトウォッシャー
- リヤLEDコンビネーションライト
- ルーフレール
- 盗難防止ホイールロックボルト
- 電動格納&調整式 ヒーター付 自動防眩ドアミラー (助手席側リバースモード付)

ホイール/タイヤ

- アルミホイール 5アームデザイン 8Jx18
- タイヤリペアキット
- タイヤ圧モニター

インテリア

- DIS (ドライバーインフォメーションシステム)
- MMI 3G+ (マルチメディアインターフェース)
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- アンビエントライティング
- オールティンテッドガラス
- グリーンティンテッドフロントガラス
- サンブラインド
- スキーバッグ
- ストレージパッケージ
- センターアームレスト (フロント)
- デコラティブパネル (ファイングレイン アッシュ ナチュラルブラウン)
- ヘッドライニング (標準)
- ラゲッジネット
- 灰皿 / シガレットライター (フロント)
- 自動内気循環機能
- 自動防眩ルームミラー
ステアリングホイール

- 本革巻き4スポーク ステアリングホイール (パドルシフト / マルチファンクション)
- 電動調整ステアリングコラム

シート

- 分割可倒式リヤシート
- 本革 (ミラノ)
- 電動ランバーサポート (フロント)
- 電動調整シート (フロント / 運転席メモリー機能付)

電装系

- BOSEサラウンドサウンドシステム
- Bluetooth接続
- MMIタッチ (マルチメディアインターフェース)
- TVチューナー
- アウディ ミュージックインターフェース (AMI)
- スタンダードオーディオシステム

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
- 燃料タンク

テクノロジー

- 2ステージ エアバッグ (運転席/助手席)
- EPB (エレクトロメカニカル パーキングブレーキ)
- ESC (エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) / EDS (エレクトロニック
ディファレンシャル ロック システム) 含む
- ISOFIXチャイルドシートアタッチメント
- アウディ アクティブレーンアシスト / アウディ サイドアシスト
- アダプティブ クルーズコントロール
- アダプティブライト
- イモビライザー
- 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)
- セルフレベリングサスペンション
- ハイビームアシスト
- プレセンスプラス
- リヤビューカメラ
- 電動パワーステアリング

その他

- 効率モード
- 右ハンドル仕様

主要諸元
エンジン
エンジン種類

V型6気筒DOHCスーパーチャージャー(1気筒=4バルブ)

総排気量

2,994 cc

最高出力[ネット]

228(310) / 5,500-6,500

最大出力（ps）

310

最大出力（KW）

228 kW

最大トルク[ネット]

440(44.9) / 2,900-4,500 Nm(kgm) / rpm

重量
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車両重量

1,960 kg

容量
トランク容量

565-1,680 ℓ (VDA方式)

燃料タンク容量

65 ℓ

トランスミッション
トランスミッション

7速 Sトロニックトランスミッション

燃費
燃費

10.2 km/ℓ (JC08モード)

CO₂排出量

228 g-CO₂/km

1) Audi Approved Automobile 大阪南, 西区鳳西町 2-4-1, 593-8326 堺市 , TEL: 072-266-5300, FAX: 072-262-8711, https://www.aaa-osakaminami.jp/
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。
装備および諸元情報は新車時のものです。実際の車両情報についてはディーラーまでお問合せください。
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