Audi A3 Sportback 30 TFSI 90 kW (122 PS) S tronic
情報
価格
¥3,197,000
VAT毎月

null

もしくは 月々のお支払い金額 (AAA Sローン):
¥ 42,700

販売
Audi 西東京
〒 187-0001
東京都小平市大沼町 3-13-9

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 / 90 KW (122 PS) / 1,400 立法センチメート
ル
認定中古車
2020/09/30
2,000 km
前輪駆動
オートマチック
グレイシアホワイトメタリック
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: ロックグレー
マラソンクロス
2023/09/29

電話: 0423487007
ファックス: 0423487008
see 1)

171
A1ECJUDQ
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

km/ℓ (JC08モード)

オプション装備
Audiバーチャルコックピット
12.3インチの高解像度液晶画面に、速度計 / 回転計やマップ情報、Audi connectサービス、ラジオ /
メディア情報などをフレキシブル 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
でダイレクトにコントロールできます。VIEWボタンを押すことで、2つの円形メーターの大小切り
替えも可能です。小さく表示すれば、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
ツは中央に配置されます。MMIナビゲーションと連携すると3D地形図を高解像 度の大画面に映し出
します。ルートガイダンスを起動している間は、速度計の近くにナビゲーション情報を常に表示し
ます。ドライバーが不注意になる兆候を察知した場合、音響信号を用いて警告を発します (約
65km/h以上で作動 / 無効にすることも可能です) 。
MMIナビゲーションシステム
- MMI ナビゲーション
- Audi connect
- TVチューナー
アウディサウンドシステム (10スピーカー)
パワフルな低音とライブなサウンドを堪能できる、総出力180ワットの6チャンネルアンプ、センタ
ースピーカーを含む10個のスピーカー、サブウーファーのサウンドシステムが心地よい室内空間を
演出します。
アウディプレセンスベーシック
万一の事故の場合に、システムが危険を察知すると必要に応じた機能が乗員を保護するために自動
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、開いているウインドウを
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自動的に対
応します。※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。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。
アシスタンスパッケージ
- 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
- アウディパーキングシステム
- アダプティブ クルーズコントロール
- サイドアシスト / 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
- レイン/ライトセンサー
アドバンストキーシステム
リモートコントロールキーを身につけていれば、センターコンソール上のボタンを押すだけで速や
かにエンジンをスタートさせることができます。また、ドアの施錠・解錠も煩わしさがありません
。※ 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。
デラックスオートマチックエアコンディショナー
太陽光を感知して、室温、風量、風流を自動調整。エアコンの温度は運転席、助手席で個別に設定
できます。また、空気の汚れを感知するオートリサーキュレーションモードや、エアフィルター、
リヤベント、デフロスターノズルを使う間接的な換気機能、キーコード設定、湿度感知機能も備え
ています。
ナビゲーション plus パッケージ
- スマートフォンインターフェイス
ハイビームアシスト
対向車のヘッドライトや他のクルマのリヤライト、市街地の光源などをシステムが自動的に検知。
道路状況に応じてハイビームのオン／オフを自動的にコントロールします。
リヤビューカメラ
音と視覚でクルマの前後を把握。パーキングシステムが、駐車操作を快適にアシストします。クル
マの曲げ半径と移動方向から検出した物体までの距離を、MMIディスプレイ上でビジュアル表示。
さらにMMIタッチ付きMMIナビゲーションプラスと連動した仮想レーン表示が、クルマの曲がり角
度からあらかじめ計算した両サイドのガイドラインを表し、駐車スペースへの出し入れを快適にサ
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ポートします。※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。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。
ディーラーからのコメント

(ハンドル：右)
(車検：2023年09月29日)
(修復歴：なし)
(保証期間：2024年09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 15,160円)

標準装備
エクステリア

- 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 ヒーター
- エクステリアミラーハウジング ボディカラー
- ハイグロスパッケージ
- ハロゲンリヤライト
- バイキセノンヘッドライト
- ヒーター付ウィンドーウォッシャーノズル (フロント)
- リヤエンブレム (排気量) 無し
- ルーフスポイラー
- ワイパー (リヤ)
- 標準バンパー

ホイール/タイヤ

- 205/55 R16
- アルミホイール 5スポークスターデザイン 7J×16
- タイヤリペアキット

インテリア

- イルミネーテッドメークアップミラー
- センターアームレスト (フロント)
- デコラティブパネルモノメタリックプラチナム
- トランクルーム
- ヒートインシュレーティングウィンドシールド
- ルームミラー自動防眩
- 断熱ガラス （サイド／リヤ）
- 標準ヘッドライニング
- 灰皿 / シガレットライター 無し
- 電動パワーウインドウ

ステアリングホイール

- 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

定員

- スタンダードシート (リヤ)
- マラソンクロス
- リヤヘッドレスト
- 可倒式リヤシート
- 手動高さ調整機能 (フロント)

電装系

- Audi connect
- ハンズフリー (Bluetooth)

エンジン/トランスミッション

- スタートストップシステム
- セレクターレバー

テクノロジー＆セキュリティ

- EPB (エレクトロメカニカル パーキングブレーキ)
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- ESC
- ISOFIXチャイルドシートマウント
- 動ヘッドライトレンジコントロール
- イモビライザー
- エアバッグ (フロント/ニー)
- エレクトロメカニカルパワーステアリング
- オールウェザーライト
- 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
- リヤフォグライト
その他

- アルミニウムルックインテリア
- ダイナミックサスペンション

仕様書
エンジン
エンジン種類

直列4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

1,394 cc

パワーレベル

30

最高出力[ネット]

90 (122) / 5,000-6,000

最大トルク[ネット]

200 (20.4) / 1,400-4,000 Nm(kgm) / rpm

1) Audi 西東京, 大沼町 3-13-9, 187-0001 小平市 , 電話: 0423487007, ファックス: 0423487008, 電子メール: mail@audi-nishitokyo.jp, https://www.audi-nishitokyo.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。
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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