Audi R8 V10 plus 5.2 FSI quattro
情報
価格
¥17,500,000
税込
もしくは 月々のお支払い例 (AAA Sローン):
¥ 124,100

null

販売
Audi Approved Automobile りんくうパ
ーク
〒 479-0882
愛知県常滑市りんくう町 3-9-2
TEL: 0569-36-1089
FAX: 0569-36-2089
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 / 449 KW (610 馬力) / 5,204 立法センチメー
トル
認定中古車
2017/12/26
1,735 km
4輪駆動
オートマチック
ベガスイエロー
インテリアカラー: ブラック-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: ブラック
ファインナッパレザー (スポーツシート)
2020/12/25

664
A7YEUX0S
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)
287 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
アルミホイール 10スポークYデザイン グロスブラック 8.5Jx20 11Jx20 (鍛造)
スポーツシート
ダイナミックステアリング
システムが操舵角と車速などの走行状況に合わせてステアリングレシオをダイナミックに調整し、
ダイレクトなハンドリング特性をもたらします。ワインディングロードや、コーナリングなどでの
ドライビングダイナミクスと快適性を高めるとともに、駐車や市街地での取り回しをしやすくしま
す。
ファインナッパレザー (スポーツシート)
電動調整機能(メモリー機能/ランバーサポート付)

ディーラーからのコメント
アクセス頂きありがとうございます！
Ａｕｄｉ りんくうパークは、中部国際空港を見渡せるウォーターフロントに立地。イオンショッピングモール、コストコ、マリー
ナ、りんくうビーチ等、ショッピングやグルメに楽しめるエリアです。ぜひ、お立ち寄り下さい。
また、新車ショールーム・ワークショップも併設。認定中古車は、スポーツモデルを中心にラインナップ。あなた様の特別な一台を
お探し下さい。Ａｕｄｉならではの安心のサポートや保証を付けてご提供いたします。

愛知県外への納車も、ご相談承りますので 是非お気軽にお問い合わせ下さい。

標準装備
エクステリア

- LEDヘッドライト/レーザーハイビーム
- LEDリヤコンビネーションライト
- アウディパーキングシステム
- アドバンストキーシステム (デッドロック機能付)
- エクステリアパッケージ カーボン (Audi exclusive)
- 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 電動調整&格納機能 自動防眩機能 ヒーター
- エグゾーストシステム ブラック
- エンジンカバー カーボン
- リヤウイング
- 拡張デコラティブパネルカーボン
- 盗難防止ホイールロックナット

ホイール/タイヤ

- 245/30 R20

305/30 R20

- タイヤプレッシャーモニタリング
- タイヤリペアキット
インテリア

- MMI ナビゲーション
- サイドブレード カーボンシグマ
- ストレージパッケージ
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- デラックスオートマチックエアコンディショナー
- バーチャルコックピット
- フルレザートリム (ファインナッパ)
- ライティングパッケージ
- ルームミラー 自動防眩
- 標準ヘッドライニング
- 遮熱ガラス
ステアリングホイール

- ステアリング マルチファンクション4コントロールサテライト

シート

- シートヒーター (フロント)

電装系

- AMI (アウディミュージックインターフェイス)
- TVチューナー
- アウディコネクト
- アウディサウンドシステム
- ハンズフリー (Bluetooth)
- ラジオ

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 エナジーリカバリーシステム
- 燃料タンク 83L

テクノロジー

- アウディパーキングシステム リヤビューカメラ
- アウディマグネティックライド
- イモビライザー/盗難警報装置
- エアバッグ
- クルーズコントロール
- 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)
- セラミックブレーキ (フロント)
- ハイビームアシスト

主要諸元
エンジン
エンジン種類

V型10気筒DOHC

総排気量

5,204 cc

最高出力[ネット]

449(610) / 8,250

最大出力（ps）

610

最高出力[ネット]

449(610) / 8,250

最大トルク[ネット]

560(57.1) / 6,500 Nm(kgm) / rpm

容量
燃料タンク容量

83 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
車両重量

1,650 kg

1) Audi Approved Automobile りんくうパーク, りんくう町 3-9-2, 479-0882 常滑市 , TEL: 0569-36-1089, FAX: 0569-36-2089, http://www.audi-rinkupark.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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