Audi R8 R8 Coupe V10 performance quattro 456 kW (620 PS) S tronic
情報
価格
¥22,980,000
税込
もしくは 月々のお支払い例 (AAA Sローン):
¥ 239,700

null

販売
Audi Approved Automobile神戸
〒 651-0072
兵庫県神戸市中央区脇浜町 2-7-14
TEL: 0782718880
FAX: 0782718882
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 / 456 KW (620 PS) / 5,204 立法センチメート
ル
認定中古車
2019/12/18
4,000 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: エクスプレスレッド(スティールグ
レーステッチ)-エクスプレスレッド
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 ダイヤモンドステッチング電動
調整機能スポーツシート
2022/12/17

626
A0NTNN47
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)
297 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 サウンドシステム
その美しい音響とデザインで世界的な人気を誇るオーディオブランドBang & Olufsen。センタース
ピーカー、両ドアにレイアウトされた2個のバススピーカー、助手席フットスペースに配されたサブ
ウーファーを含む13個の高性能ラウドスピーカーが、総出力550ワットの16チャンネルアンプで感
銘を呼び覚ます澄んだサラウンドサウンドを奏でます。アルミニウムのラウドスピーカーカバーに
はLEDアクセントライトが備わります。
スポーツシート
成形シートサイドボルスターを備えた快適なスポーツシートは、横方向のサポート力に優れます。
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乗り心地を高めるとともに、駐車や市街地での取り回しをしやすくしま
す。
デコラティブパネル グロスカーボン
モノポスト、ドアインレイ、助手席側ダッシュボード、センターコンソールをグロスカーボンのデ
コラティブパネルで装飾します。
ファインナッパレザー ダイヤモンドステッチング電動調整機能スポーツシート
拡張デコラティブパネル グロスカーボン
バーチャルコックピット周りとエアベント周りをグロスカーボンのデコラティブパネルで装飾しま
す。
電動調整機能

ディーラーからのコメント
★Audi Approved Automobile 神戸では
様々なモデルをご用意しており
西日本最大級の展示場にて皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◆当店にご希望に添えるお車がなかった場合でも
弊社グループ店舗在庫のご案内も可能です

◆ローン、リース、無料下取車査定などのご相談承ります。
掲載画像以外でのご希望のアングルからの写真などもお送りさせて頂きますので
お気軽にお問い合わせ下さいませ。

◆全国どこへでも陸送での遠方ご納車の実績も多くございます。
北は北海道、南は沖縄まで当店から陸送ご納車も可能です。

◆これから入庫予定の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際は
是非当店へお気軽にお問い合わせ下さいませ。

◆電車でのご来場の際
阪急 ｢春日野道駅｣
阪神 ｢春日野道駅｣
JR
｢灘駅｣
山陽新幹線 ｢新神戸駅｣

より徒歩 約10分
より徒歩 約5分
より徒歩 約5分
より徒歩 約30分
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遠方より電車などでご来店の際は
最寄りの駅までお迎えにも向かわせて頂きますので
ご用命の際はご来場前にご連絡下さいませ。

◆お車でのご来場の際
阪神高速 ｢摩耶IC｣
より西へ 約5分
阪神高速 ｢生田川IC｣ より東へ 約5分

★ご不明点・ご相談事がございましたら
営業担当 谷 (タニ)宛へご連絡下さいませ。
携帯:080-6116-4475
mail:aaakobe.tani@gmail.com

〒651-0072
兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目7-7-14
Audi

Approved

Automobile

神戸

定休日: 毎週水曜日
TEL:078-271-8880
FAX:078-271-8882
(ハンドル：右)
(車検：2022年12月17日)
(修復歴：なし)
(保証期間：2023年12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 15,100円)

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 電動調整&格納機能 自動防眩機能 ヒーター
- エクステリアミラーハウジング カーボン (Audi exclusive)
- リヤウイング

ホイール/タイヤ

- 5ツインスポークダイナミックデザインマットチタニウムルック グロスターンドフィ
ニッシュ8.5J×20（フロント）、 11J×20（リヤ）
- タイヤプレッシャーモニタリング
- タイヤリペアキット
- フロント：245/30ZR20 リヤ：305/30ZR20

インテリア

- Audi バーチャルコックピット
- 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
- デラックスオートマチックエアコンディショナー
- ドアシルトリム アルミニウム
- 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
- 遮熱ガラス
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ステアリングホイール

- ステアリングホイール マルチファンクション 3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

- 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

- 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

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（フロントヘッドエアバッグ）
- セラミックブレーキ (リヤ)
- デイタイムランニングライト
- 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 (1気筒=4バルブ)

総排気量

5,204 cc

最高出力[ネット]

456 (620) / 8,000

最大出力（ps）

620

最大出力（KW）

456 kW

最大トルク[ネット]

580 (59.1) / 6,600 Nm(kgm) / rpm

燃費
NOx排出量

21,4 mg/km

1) Audi Approved Automobile神戸, 中央区脇浜町 2-7-14, 651-0072 神戸市 , TEL: 0782718880, FAX: 0782718882, http://www.audi-kobe.jp/ja/about-us/aaa_showroom.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。
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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