Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 185 kW (252 PS) S tronic
情報
価格
¥3,480,000
VAT毎月

null

もしくは 月々のお支払い金額 (AAA Sローン):
¥ 38,800

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

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: 0452273710
ガソリン / 185 KW (252 PS) / 1,984 立法センチメート ファックス: 0456818028
see 1)
ル
認定中古車
2016/08/29
25,200 km
4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
フロア: ブラック
ルーフ: ブラック
スプリントクロス / レザーS lineロゴ
2021/08/26

636
A4EP5ABB
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

15.5 km/ℓ (JC08モード)
139 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
Bang & Olufsen 3D アドバンストサウンドシステム
美しい音響とデザインで世界的人気を誇るBang & Olufsen。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。3Dツィーターと中音域用ラウドスピーカ
ー、センタースピーカー、サブウーファーを含む19個のラウドスピーカー。そしてトータル出力
755Wの16チャンネルパワーアンプによって、上質な3Dサウンドが響き渡ります。Aピラーに設置さ
れたラウドスピーカーや中音域用ラウドスピーカー、そしてフラウンホーファー技術による
Symphoria、すべてのスピーカーを駆使して、車内に立体的な音響空間を構築。かつてない感銘深い
3Dサラウンドサウンドを体験できます。Symphoriaは空間的な3次元感覚を再現し、自然な音には欠
かせない音像の幅や奥行き、高さを与えます。物理的な限界など存在しないかのように大きく広く
感じられる音場で、純粋な音が紡ぎだす音楽をお愉しみください。車速感応式音量調節機能も装備
しています。
S line エクステリアパッケージ
- ドアシルトリム S lineロゴ
- S line バンパー
S line スポーツパッケージ
- デコラティブパネルマットブラッシュトアルミニウム
- ドアシルトリム S lineロゴ
- ヘッドライニング ブラック
- アルミホイール 5 ツインスポーク スターデザイン 8Jx18
- 245/40 R18
サイドエアバッグ (リヤ)
側面衝突の瞬間にサイドウインドウ全体をカバー。リヤシートの乗員に対する衝撃を緩和します。
スプリントクロス / レザーS lineロゴ
セーフティパッケージ
- パークアシスト
- アウディプレセンスリヤ
- サラウンドビューカメラ
- アウディ サイドアシスト
テンポラリースペアタイヤ
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。
マトリクスLEDヘッドライトパッケージ
- LED ヘッドライト
- カメラ/ディスタンスセンサー ドライバーアシスタンスシステム用
- マトリクスLED ヘッドライト
- 自動ヘッドライトレンジコントロール
- LEDリヤコンビネーションライト
- ヘッドライトウォッシャー
ライティングパッケージ

2/5

2021/06/23

ディーラーからのコメント
2016MY Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro Sport
2Y2Y グレイシア ホワイトM
S line ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
Bang & Olufsen 3D ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ
ﾏﾄﾘｸｽLEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ﾊﾞｰﾁｬﾙｺｯｸﾋﾟｯﾄ
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｱｼｽﾀﾝｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
★全国・陸送費無料でお届けします。(沖縄・離島を除く）
★特別低金利実施中
1、36回までの残価設定型のSローン＆リースをご使用のお客様に特別低金利1.99％がご使用いただけます。
2、72回までの通常ローンをご使用のお客様にも特別低金利2.99％がご使用いただけます。
ぜひ、この機会にアウディ認定中古車のご購入をご考えください。
●ご納車前に100項目の点検を実施しております。
●走行距離に関係なく1年間の無償保証が付きます（24時間ロードサービス付）。
（有料で保証を1年又は2年まで延長出来ます）
「Audi Approved Automobile みなとみらい」は、みなとみらい地区、カップヌードルミュージアムの隣にあります。
総在庫500台の中からご希望の1台を見つけてください。
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。
弊社グループ店（大阪地区も含み）の車両は当店で購入できます。
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しております。
ローン・リース・下取査定・お車の買取なども相談承ります。
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ください。
TEL：045-227-3703
URL：https://www.audi-sales.co.jp/usedcar/about/

(ハンドル：右)
(車検：2021年08月26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)
(リサイクル料金：リ済別 18,130円)

標準装備
エクステリア

- アドバンストキーシステム
- 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ハウジングボディカラー
- エクステリアミラー電動格納機能ヒーター
- ハイグロスパッケージ
- ルーフレール
- 電動ラゲッジコンパートメントリッド

ホイール/タイヤ

- タイヤプレッシャーモニタリング

インテリア

- 3ゾーンオートマチックエアコンディショナー

3/5

2021/06/23

- MMIナビゲーション
- ストレージパッケージ
- センターアームレスト (フロント)
- 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
- フロアマット (フロント)
- ルームミラー自動防眩
- 断熱ガラス
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

- シートヒーター (フロント)
- スポーツシート (フロント)
- ランバーサポート 4ウェイ (フロント)
- リヤヘッドレスト
- 可倒式リヤシート
- 電動調整機能 (フロント)

電装系

- Connect Paket
- TVチューナー
- スマートフォンインターフェイス
- ナビゲーションシステム
- ハンズフリー (Bluetooth)
- モバイル オンラインサービス／インターネットサービス

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
- セレクターレバー

テクノロジー＆セキュリティ

- ISOFIXチャイルドシートアタッチメント
- アウディホールドアシスト
- アウディアクティブレーンアシスト
- アウディドライブセレクト
- アウディプレセンスシティ
- アダプティブクルーズコントロール
- イモビライザー
- エアバッグ
- スポーツサスペンション
- パワーステアリング
- レインセンサー

仕様書
燃費
燃費

15.5 km/ℓ (JC08モード)

CO₂排出量

150 g-CO₂/km

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

総排気量

1,984 cc

最高出力[ネット]

185(252) / 5,000-6,000

最大出力（ps）

252

最大出力（KW）

185 kW

最大トルク[ネット]

370(37.7) / 1,600-4,500 Nm(kgm) / rpm

容量
トランク容量

505

燃料タンク容量

58 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

重量
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車両重量

1,630 kg

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, 電子メール: audi.ap-mm@audi-sales.co.jp,
http://www.audi-minatomirai.jp/ja/about-us/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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