Audi Q3 Sportback 35 TDI quattro S line 110 kW (150 PS) S tronic
情報
価格
¥5,479,000
VAT毎月

null

もしくは 月々のお支払い金額 (AAA Sローン):
¥ 57,200

販売
Audi 立川
〒 190-0011
東京都立川市高松町 2-39-20

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

電話: 0425112610
ディーゼル / 110 KW (150 PS) / 1,968 立法センチメー ファックス: 0425112611
see 1)
トル
認定中古車
2020/09/24
6,000 km
4輪駆動
オートマチック
ミトスブラックメタリック
インテリアカラー: ブラック-ブラック(ロックグレース
テッチ)
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
スプリントクロス/アーティフィシャルレザー S lineロ
ゴ
2023/09/23

211
ARRRTEVG
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)
137 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
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
圧倒的なダイナミック感とスポーティネスを兼ね備えたステアリングホイール。どっしりとした形
状により、更なる安定のグリップ感を味わえます。ステアリングホイールとセレクターレバーノブ
のレザー色はダッシュボード上部に選択した色とコーディネートされます。手動で高さとリーチの
調節が可能。ステアリングホイールには12個のマルチファンクションボタンが備わり、標準装備や
オプション装備のインフォテインメントの広範囲な操作を簡単にできるようになっています。 シフ
トパドルを操作してギアを手動で切り替えることが可能です。
スマートフォンワイヤレスチャージング
テクノロジーパッケージ
スマートフォンインターフェイスワイヤレスチャージング
ドアアームレスト アーティフィシャルレザー
ハイビームアシスト
対向車のヘッドライトや前走車のテールライト、市街地の光源などをシステムが検知。状況に応じ
てハイビームとロービームを自動的に切り替えます。可能な限り明るいハイビームを保ちながら、
周囲への眩惑を防ぎます。※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。
ベーシックパッケージ
- アウディホールドアシスト
- フロントシート 電動調整機能
ディーラーからのコメント

(ハンドル：右)
(車検：2023年09月23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 14,330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
- S lineバンパー
- アドバンストキーシステム
- 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
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- グロスブラック
- ハイグロスパッケージ
ホイール/タイヤ

- 235/50R19
- アルミホイール 20スポーク Vデザイン グラファイトグレー 7.0Jx19 235/50R19
- タイヤプレッシャーワーニング
- タイヤリペアキット

インテリア

- 2ゾーンオートマチックエアコンディショナー
- MMIナビゲーション
- アンビエントライティング
- 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 マットブラッシュトアルミニウム ダーク
- ドアシルトリム S/S lineロゴ
- バーチャルコックピット
- ヘッドライニング ブラック
- ルームミラー 動防眩

定員

- 3分割可倒式シート 前後調整リクライニング機能 センターアームレスト付
- スプリントクロス/アーティフィシャルレザー S lineロゴ
- スポーツシート(フロント)
- リヤヘッドレスト

電装系

- 6スピーカー
- Audi connect
- Sprachsteuerung/-bedienung
- モバイル オンラインサービス／インターネットサービス
- ラジオ

エンジン/トランスミッション

- 自動スタートストップ機能

テクノロジー＆セキュリティ

- ASR（アンチスリップレギュレーション）
- ISOFIXチャイルドシートアタッチメント
- アウディドライブセレクト
- イモビライザー
- エアバッグ
- サイドエアバッグ (フロント) / カーテンエアバッグ
- サラウンドビューカメラ
- スポーツサスペンション
- ダイナミックヘッドライトレンジコントロール
- デイタイムランニングライト
- ヒルディセントアシスト
- プログレッシブステアリング
- ライト／レインセンサー

その他

- アルミニウムルックインテリア

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チャージャー（1気筒=4バルブ）

総排気量

1,968 cc

パワーレベル

35

最高出力[ネット]

110 (150) / 3,500 - 4,000

最大出力（ps）

150

最大出力（KW）

110 kW

最大トルク[ネット]

340 (34.7) / 1,750 - 3,000 Nm(kgm) / rpm
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1) Audi 立川, 高松町 2-39-20, 190-0011 立川市 , 電話: 0425112610, ファックス: 0425112611, 電子メール: mail@audi-tachikawa.jp, https://www.audi-tachikawa.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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