Audi A4 Avant 45 TFSI quattro 185 kW (252 PS) S tronic
情報
価格
¥5,950,000
税込
もしくは 月々のお支払い例 (AAA Sローン):
¥ 24,800

null

販売
Audi 山口
〒 753-0214
山口県山口市大内千坊 6丁目2-1
TEL: 0839249106
FAX: 0839249200
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 / 185 KW (252 PS) / 2,000 立法センチメート
ル
認定中古車
2019/11/26
1,600 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-ブラック
フロア: ブラック
ルーフ: チタニウムグレー
パーシャルレザー (ラグジュアリーパッケージ)
2022/11/25

999
ALRJZ7QW
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
アシスタンスパッケージ
- 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
アルミホイール 5ツインスポークスターデザイン 8Jx18
- 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
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
シートヒーター (フロント/リヤ)
※Audi A4 / A4 Avant 35 TFSI Meisterstück、Audi A4 / A4 Avant 40 TFSI Meisterstück、A4 / A4
Avant 45 TFSI quattro Meisterstück、S4 / S4 Avantには、フロントのみ標準装備。
パーシャルレザー (ラグジュアリーパッケージ)
LEDヘッドライト※1 LEDリヤコンビネーションライト※1アンビエントライティング※1 パーシャ
ルレザー ※1※2 シートヒーター (フロント)※1運転席メモリー機能※2 バーチャルコックピット
※2 ※1 Audi A4 / A4 Avant 35 TFSIのみオプション 。※2 Audi A4 / A4 Avant 35 TFSI
Meisterstückのみオプション。
プライバシーガラス
断熱性のあるダークティンテッドのプライバシーガラスをリヤウインドウ、リヤドアウインドウお
よびリヤサイドウインドウに採用。また、フロントドアウインドウには遮音性に優れたアコーステ
ィックガラスを採用しました。
マイスターシュトュック
- アンビエントライティング
- バーチャルコックピット
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
電動調整機能 (フロント) メモリー機能 (ドライバーサイド)
- ランバーサポート 4ウェイ (フロント)
- 電動調整機能 (フロント) メモリー機能 (ドライバーサイド)
ディーラーからのコメント
マイスターシュトュック レザ－シ－ト アシスタンスパッケージ
ンスポ－クスタ－デザインアルミホイール８ＪＸ１８

マトリクスＬＥＤヘッドライト

プライバシーガラス

５ツイ

(ハンドル：右)
(車検：2022年11月25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 18,130円)

標準装備
エクステリア

- sport バンパー
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- 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
- オートマチックテールゲート
- コンビニエンスパッケージ
- ハイグロスパッケージ
- リヤエンブレム (排気量) 無し
- ルーフレール (アルミニウム)
ホイール/タイヤ

- タイヤプレッシャーワーニング
- タイヤリペアキット

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
- ストレージパッケージ
- センターアームレスト (フロント)
- デコラティブパネル アルミニウムエリプス
- トランクルーム マット
- ドアシルトリムアルミニウム
- ヒートインシュレーティング ウィンドシールド
- リバーシブルロードフロア
- ルームミラー自動防眩
- 標準ヘッドライニング

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

シート

- スポーツシート (フロント)
- 可倒式リヤシート

電装系

- Audi connect セーフティ＆サービス
- 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
- 標準8スピーカー

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
- 標準リヤディファレンシャル
- 燃料タンク

テクノロジー

- 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
- 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)
- スポーツサスペンション
- デイタイムランニングライト
- パワーステアリング

主要諸元
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

1,984 cc

パワーレベル

45

最高出力[ネット]

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

最大出力（ps）

252
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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

1) Audi 山口, 大内千坊 6丁目2-1, 753-0214 山口市 , TEL: 0839249106, FAX: 0839249200, https://www.audi-yamaguchi.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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