Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 90 kW (122 PS) S tronic
情報
価格
¥1,690,000
税込
もしくは 月々のお支払い例 (AAA Sローン):
¥ 13,100

null

販売
Audi Approved Automobile 博多
〒 812-0004
福岡県福岡市博多区榎田 1-2-17
TEL: 0922927005
FAX: 0924527077
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 / 90 KW (122 PS) / 1,390 立法センチメート
ル
認定中古車
2013/12/26
39,600 km
前輪駆動
オートマチック
グレイシアホワイトM
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-ブラック
フロア: ブラック
ルーフ: チタニウムグレー
シートクロス (Zeitgest)
2020/12/25

525
AYBWJY79
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

17.8 km/ℓ (JC08モード)
122 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
5スポーク Vデザイン アルミホイール (7.5Jx17) / 215/40 R17タイヤ
MMI 3G+ (マルチメディアインターフェース)

HDDナビゲーション

CD/DVDプレイヤー

ミュージックサーバー機能

FM/AMラジオ

音楽CDデータ取り込み機能

Bluetooth接続 (HFP / OPP / A2DP / AVRCP)

SDカードリーダー (2スロット)

地上デジタル放送対応

ボイスコントロール

アウディミュージックインターフェイス (AMI)

ETCシステム

TVチューナー
コントラストルーフ
A1はルーフアーチが、A1 Sportbackは加えてルーフ全体がペイントされます。
ハウジングドアミラー (ルーフアーチ同色) (Audi exclusive)
バイキセノンパッケージ
- バイキセノンヘッドライト
- 自動ヘッドライトレンジコントロール
- リヤLEDコンビネーションライト
- ヘッドライトウォッシャー
ブラックスタイリングパッケージ (Audi exclusive)
分割可倒式リヤシート
後席のリリースロック機構により、2分割で前方に倒すことができます。ラゲッジスペースに入りき
らない長い荷物も積載可能です。
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ディーラーからのコメント
☆☆限定車 AdmiredLimited☆☆
＜限定車専用装備＞
〇Ｓ－Ｌｉｎｅエクステリア
〇１７インチアルミホイール
〇ブラックスタイリング
〇ブラックドアミラーカバー
〇ＭＭＩ３Ｇ＋
・ＭＭＩナビ
・地デジ
〇バイキセノンパッケージ
・ＬＥＤポジションランプ
・バイキセノンヘッドライト
〇コントラストルーフ
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。
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：2020年12月25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)

標準装備
エクステリア

- アドバンストキーシステム
- ドアミラー (右)
- ドアミラー (左)
- ヒーター付ウィンドーウォッシャーノズル (フロント)
- リヤワイパー
- 電動格納＆調整式 ヒーター付ドアミラー (ボディ同色)

ホイール/タイヤ

- タイヤリペアキット

インテリア

- DIS (ドライバーインフォメーションシステム)
- グリーンティンテッドフロントガラス
- センターアームレスト (フロント)
- セーフティ機構付ワンタッチ式パワーウインドー
- フルオートエアコンディショナー
- ヘッドライニング (標準)
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- 断熱ガラス
- 灰皿 / シガレットライター (フロント)
- 自動防眩ルームミラー
- 集塵フィルター
ステアリングホイール

- チルト / テレスコピックステアリングコラム
- 本革巻き3スポーク スポーツステアリングホイール (マルチファンクション)

シート

- シートクロス (Zeitgest)
- リヤヘッドレスト
- 手動調整シート (運転席のみ)

電装系

- Bluetooth接続
- アウディ サウンドシステム (10スピーカー / リヤサブウーファー / 6チャンネルアンプ
/ 180W)
- アウディ ミュージックインターフェース (AMI)
- スタンダードオーディオシステム
- ボイスコントロール

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

テクノロジー

- 2ステージ エアバッグ (運転席/助手席)
- サイドエアバッグ (フロント) / サイドガード (ヘッドエアバッグ)
- ESC (エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) / EDS (エレクトロニック
ディファレンシャル ロック システム) 含む
- ISOFIXチャイルドシートマウント (リヤ)
- アウディ ヒルホールドアシスト
- イモビライザー
- オートライト機能 / レインセンサー
- ノーマルサスペンション
- フォグライト (リヤ)
- 電動パワーステアリング

その他

- アルミニウム調インテリア

主要諸元
燃費
燃費

17.8 km/ℓ (JC08モード)

CO₂排出量

130 g-CO₂/km

重量
車両重量

1,200 kg

容量
トランク容量

270 ℓ (VDA方式)

燃料タンク容量

45 ℓ

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 (1気筒=4バルブ)

総排気量

1,389 cc

最高出力[ネット]

90(122) / 5,000

最大出力（ps）

122

最大出力（KW）

90 kW

最大トルク[ネット]

200(20.4) / 1,500-4,000 Nm(kgm) / rpm

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
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1) Audi Approved Automobile 博多, 博多区榎田 1-2-17, 812-0004 福岡市 , TEL: 0922927005, FAX: 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。
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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