Audi SQ5 SQ5 TFSI 260 kW (354 PS) tiptronic
情報
価格
¥6,950,000
VAT毎月
もしくは 月々のお支払い金額 (AAA Sローン):
¥ 28,400

null

販売
Audi Approved Automobile 博多
〒 812-0004
福岡県福岡市博多区榎田 1-2-17
電話: 0922927005
ファックス: 0924527077
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 / 260 KW (354 PS) / 3,000 立法センチメート
ル
認定中古車
2019/11/29
8,200 km
4輪駆動
オートマチック
ナバーラブルーメタリック
インテリアカラー: 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
アルカンターラ/レザー
2022/11/28

352
ANQNMQL0
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
高解像度12.3インチカラー液晶フルデジタルディスプレイに、速度計/回転計、マップ表示、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からダイレクトに行えます。また、VIEWボタンを押すことで2つ円形メー
ターの大小切り替えも可能。メーター表示を小さくすれば、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、3D地形図などをより見やすく画面の広いエリアに表示できます。ルート
ガイダンスを起動している間は、速度計近くにナビゲーション情報が常時表示され、回転計にオン
ボードコンピューター数値の配置も可能です。
アダプティブスポーツエアサスペンション
カラードブレーキキャリパー レッド
レッドにカラーリングされたブレーキキャリパーをご用意。鮮烈な赤が足元をよりスポーティに印
象づけます。
シートヒーター（フロント/リヤ）
ダイナミックステアリング
電動パワーステアリングの作動力に加え、車線変更や駐車操作、コーナリング時など走行状況に応
じてアウディドライブセレクトによりアシスト量、舵角量をコントロール。ESCを介して車両の安
定化もサポートします。
テンポラリースペアタイヤ
パノラマサンルーフ
大きな開口部は2枚のガラスより構成され、ガラスルーフの前半部分を電動で開閉・チルトアップが
可能。サンブラインドの電動操作も可能です。乗る人すべてが開放感と風と光に満ちあふれた快適
な室内空間を味わえます。また効率のよい換気で室内環境も向上。ウインドディフレクターが内蔵
され、オープン時の風切音を抑えます。
プライバシーガラス

ディーラーからのコメント
＜メーカーオプション＞
〇パノラマサンルーフ
〇アダプティブスポーツエアサスペンション
〇ダイナミックステアリング
〇レッドブレーキキャリパー
〇バーチャルコクピット
〇前後シートヒーター
〇プライバシーガラス
＜その他主要標準装備＞
専用エアロ
２０インチアルミホイール
ドライブセレクト
アダプティブクルーズコントロール
マトリクスＬＥＤヘッドライト
シートヒーター付きレザーアルカンタラスポーツシート
ＭＭＩナビ
地デジ
サラウンドビューカメラ
いつもAudi approved 博多 認定中古車サイトをご覧頂き、
誠にありがとうございます。
Audi approved 博多はヤナセグループの店舗で、
福岡市内初となる正規ディーラーのアウディ認定中古車専売店です。
ＪＲ博多駅と福岡空港のほぼ中間に位置し、
福岡南バイパス（国道３号）の榎田交差点すぐです。
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常時多数の在庫を揃え、入荷間もない
インターネット未掲載の車両もございます。
弊社展示車はもちろん、全国のヤナセグループ在庫の中から
お客様にぴったりの1台をご案内致します。
Audi認定中古車をお探しの際は
是非、お問い合わせくださいませ。
Audi approved 博多が取り扱うＡｕｄｉ認定中古車は
ＡＩＳという自動車検査の専門機関に依頼し、
修復歴などのチェックを徹底しております。
チェックに合格したもののみお客様にご案内しておりますので、
安心してお乗りいただけます。
遠方のお客様にも、同様のアフターサービスを受けて頂くために、
最寄りのアウディ正規ディーラをご案内致しますので
アウディならではの高品質なサービスを受けて頂けます。

皆様からのお問い合わせを
Audi approved 博多スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
(ハンドル：右)
(車検：2022年11月28日)
(修復歴：なし)
(保証期間：2023年11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 16,940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)
- Sスポーツバンパー
- アドバンストキーシステム
- エクステリアミラーハウジング アルミニウム
- エクステリアミラー電動調整&格納機能 （自動防眩機能/メモリー機能 /ヒーター/リ
バースモード（助手席）付
- オートマチックテールゲート
- ハイグロスパッケージ
- パークアシスト
- ヘッドライトウォッシャー
- ルーフスポイラー
- ルーフレール (アルミニウム)/ルーフクロスバー

ホイール/タイヤ

- 255/45 R20
- 5ツインスポーク スターデザイン コントラストグレー 8Jx20
- 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
- MMI ナビゲーション
- アコースティックガラス (フロントサイド)
- アーティフィシャルイテリアレザー (ドアアームレスト/センターコンソール）
- カーボンアトラス
- ストレージパッケージ
- トランクルーム
- ドアシルトリム S/S lineロゴ
- フロアマット(フロント/リヤ)
- ヘッドライニング ブラック
- マルチカラーアンビエントライティング
- リバーシブルロードフロア
- ルームミラー 動防眩
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- 断熱ガラス (フロント)
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 フラットボトム

定員

- アルカンターラ/レザー
- 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)
- リヤシートベンチ プラス
- 電動調整機能（フロント) メモリー機能（ドライバーサイド)

電装系

- Audi connect
- Audi connect セーフティ&サービス
- Audi スマートフォンインターフェイス
- TVチューナー
- アウディサウンドシステム
- 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

- スタートストップシステム
- リヤディファレンシャル（SQ5用)

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
- アウディドライブセレクト
- アウディプレセンス シティ
- アウディプレセンスリヤ
- 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
- イモビライザー
- 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
- サイドエアバッグ (フロント) サイドガード (フロント/リヤ ヘッドエアバッグ)
- サラウンドビューカメラ
- デイタイムランニングライト
- フロントエアバッグ
- 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

仕様書
エンジン
エンジン種類

V型6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

2,994 cc

最高出力[ネット]

260 (354) / 5,400 - 6,400

最大出力（ps）

354

最大出力（KW）

260 kW

最大トルク[ネット]

500 (51) / 1,370 - 4,500 Nm(kgm) / rpm

燃費
NOx排出量

23,6 mg/km

1) Audi Approved Automobile 博多, 博多区榎田 1-2-17, 812-0004 福岡市 , 電話: 0922927005, ファックス: 0924527077, https://www.aaa-hakata.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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