
Audi Genuine AccessoriesQ7



22



Audi Genuine Accessories 3

Audi Genuine Accessories

Audiの美しいスタイリングや高い実用性をさらに輝かせる、数々の純正アクセサリーをご用意しました。

Audiと過ごす時間をひときわ心地よく、さらに自分らしく。

あなたにとってこの上なく魅力的なAudiを楽しんでください。

魅力的なアクセサリーを纏い、あなただけのAudiを。

写真はイメージで、一部車両が異なる場合があります。



洗練された輝きを放つ、

スポーティな走りとスタイル。
Audi Q7にさらなる魅力を纏い、

スポーティなスタイルでどこまでも走りたくなる。

周囲の羨望を集める、こだわりの一台へと変わります。

Sport and design
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Sport and design 5

※アルミホイールの価格は､アルミホイール単体となります。

ボルトキャップ及びセンターキャップ､ラバーバルブ等付属品及びタイヤや取付費は含まれておりません。

価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。

車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。
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1　Teleaデザインアルミホイール（9.5J-21）

￥152,280（￥141,000）/1本

2　10スポークデザインアルミホイール（8J-18）

8J-18　インセット20 5H　PCD112mm。（ウインタータイヤ用）

￥82,080（￥76,000）/1本

3　５スポークスターデザインアルミホイール

8.5J-19　インセット28 5H　PCD112mm。（ウインタータイヤ用）

￥89,640（￥83,000）/1本

8J-19　インセット28 5H　PCD112mm。（ウインタータイヤ用）

￥77,760（￥72,000）/1本

4　５スポークデザインアルミホイール（8J-18）

8J-18 インセット25  0H PCD112mm。（ウインタータイヤ用）

￥49,680（￥46,000）/1本

5　エアバルブキャップ (アルミ製)

アウディ純正アルミホイール専用のアルミ製エアバルブキャップです。キャップの

ロゴは2種類からお選びいただけます。

￥4,860（￥4,500）

6　エアバルブキャップ (ステンレス製)

アウディ純正アルミホイール専用のステンレス製エアバルブキャップです。

￥4,860（￥4,500）

9.5J-21 インセット31  5H PCD112mm。
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1 フェンダープロテクション

ホイールアーチをよりグラマラスに強調したプロテクションカバーです。

1台分 ￥127,440（￥118,000）

2 ドアアンダープロテクション

サイドビューにボリュームを持たせ、迫力あるオフロードスタイルを創り出します。

1台分 ￥133,585（￥123,690）

3 フロントバンパーカバー

フロントビューをダイナミックに演出するバンパーカバーです。

￥20,520（￥19,000）
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※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。付属品、取付費などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで、一部車両が異なる場合があります。

1 2

3 4

1　カーボンミラーハウジング

軽量化とスポーティさを演出します。

￥140,400（￥130,000）

2　LEDダークテールライトレンズ

クリアなレンズを基調に内側をスモーク調とした、LEDのテールライトレンズ。

￥122,040（￥113,000）

3　ランニングボード

ステンレス製ステップが、機能性とともにサイドスタイルにアクセントを加えます。

1台分    ￥296,892（¥274,900）

4　リヤバンパーカバー

リヤエンドのスタイリングを強調し、存在感を高めるバンパーカバーです。

1台分 ￥94,705（￥87,690）
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休日を自由に、そして楽しく。

アウトドアがさらにアクティブに変わる。
サイクリング、ウィンタースポーツ、カヤック…。

アウトドアをより自在に楽しむための、Audiトランスポートギヤ。

快適でエネルギッシュな旅が、Audi Q7と共にはじまる。

8

1　ルーフボックスバッグ

各スキー&ラゲッジボックスに収納する際便利なバッグ｡

ボックス内で固定できます｡単独での使用も可能です｡

S サイズ　　　￥8,100（¥7,500)
M サイズ　　　￥10,260（¥9,500)
Lサイズ　　　 ￥11,340（¥10,500)

2　スキー &ラゲッジボックス

スキー等が収納できるオールシーズンタイプのルーフ専用ボックスです。

300ℓタイプ 　　￥91,800（¥85,000)
300ℓタイプ / ブラック　　￥106,920（￥99,000）
360ℓタイプ 　　￥108,000（¥100,000)
360ℓタイプ / ブラック　　￥118,800（￥110,000）
405ℓタイプ 　　￥129,600（¥120,000)
405ℓタイプ / ブラック　　￥160,920（￥149,000）

1

2

3

3　カヤックホルダー

カヤックを傷めることなく固定できます。2本のストラップで輸送中も

しっかりと固定します。

￥22,680（￥21,000）



※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。

取付費などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。
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4　スキー＆スノーボードホルダー

スキー板、スノーボードが平積みで積載できます。3タイプから選択できます。

（写真はプルアウト式）

標準タイプ ￥19,440（￥18,000）
ラージタイプ ￥25,920（￥24,000）
プルアウト式 ￥33,480（￥31,000）

5　スキー & スノーボードバッグ

スキー板､又はスノーボードの収納バッグ｡長さ 2000mm､キャスター付｡

スキー板は 4 本収納可能です。

￥32,400（¥30,000)

6　ルーフバーケース

ルーフバー専用の収納ケースです。○○○○マーク入り。

￥7,560（￥7,000)

7　バイシクルホルダー（フロントフォーク固定タイプ）

前輪を外して固定するバイシクルホルダーです。フロントタイヤを室内に置くこと

なく運べる、フロントタイヤホルダーとセットでお使いいただくと便利です。

￥30,240（￥28,000)

8　ルーフバー

風切音を極力おさえた、軽量のアルミ製ルーフバーです。

￥50,760（￥47,000）

9　バイシクルホルダー

自転車のフレームとホイールを固定するタイプのバイシクルホルダーです。

￥21,600（￥20,000）



2　ラゲッジボックス

汚れ物や濡れた物を収納するのに便利です。

￥48,276（￥44,700）

3　ラゲッジラバーマット

ラバー製マットで、ラゲッジスペースの汚れを防ぎます。

￥19,440（￥18,000）

4　ラゲッジパーティショングリル / センターパーティション

キャビンとラゲッジルームを仕切るパーティショングリルです。荷物の倒れ込み

を防ぎます。前後左右分割式です。

ラゲッジパーティショングリル（室内と荷室仕切）　￥62,640（￥58,000）
センターパーティション（荷室内左右仕切）　　　　　 ￥48,816（￥45,200）

※サイドのレールおよび鞄、トランク固定バーは含みません。センターパーティションの装着にはラゲッジ

パーティショングリルが必要です。

5　ラゲッジネット（ブラック）

ラゲッジルームの大切な荷物をネットで包み、安定させることのできるネットで

す。車両フックに取り付けるカーゴネット。

￥12,960（￥12,000）

2 3

4 5

1　キャンピングテント

付属のエアポンプで空気を入れ広げる、“○○○○”マーク付のAud i専用

キャンピングテントです。テント用コネクションで車両と接続すれば、荷物の

出し入れがテント内から容易にできます。

キャンピングテント     ￥216,000（¥200,000)
テント用コネクション   ￥50,760（¥47,000)

1
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1　コンフォートプラスフロアマット

パイルを基布に縫込む刺繍方式のタフテッド製法による、ボリューム感のある

上質な仕上がり。ヒールポジションは毛足をわずかに短かくすることで、ペダル

操作をスムーズに。細やかな機能性も重視しました。

カラー：ブラック

フロント  ￥32,400（￥30,000）
リヤ      ￥18,360（￥17,000）

2　ラバーマット

フロント用（左・右/1セット）とリヤ用（左・右/1セット）があります。

フロント  ￥9,288（￥8,600）
リヤ      ￥9,288（￥8,600）

3　リヤバンパープロテクトマット

ラゲッジルーム内のフックに固定し、荷物の出し入れなどによるバンパー上部の傷を

防ぎます。

￥11,880（￥11,000）

3
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Comfort and protection 11

※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで一部車両が異なる場合があります。
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12

大切なお子さまを守るために、

安全と安心を乗せて。
Audiのチャイルドセーフティシートは、継続的な安全テストを実施しています。

さらに、Audi ISO FIXベースとの組み合わせで万一のときの安全性を高め、

大切なお子さまに車の中での安心をお届けいたします。

Family

1　Audi チャイルドシート（G1）

Audi ISO FIXベースと組み合わせて使用します｡固定用フックで車両に簡単､

確実に固定でき､しかも安全性が高まります。ワンタッチでベルトの高さを

6段階調整できます。

※Audiチャイルドシート(G1)のみでのご使用はできません｡

カラ－：ミサノレッド/ブラック　・　チタニウムグレー/ブラック

合計金額 ￥82,080（￥76,000）

Audi チャイルドシート（G1） ￥54,000（￥50,000）

Audi ISO FIXベース 　　　　　　　　　　　　　　　　　￥28,080（￥26,000）

1



※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。
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2　Audi ベビーシート（G0）

後ろ向きに装着する乳児用シートです。ワンタッチでヘッドレストの高さを4段階調節

できます。お子さまを強い日差しから守る、折り畳みの日除け付きです。家の中では

ベビーキャリー、ゆりかごとしても利用できます。

安全性をより高めるため、車両側にISO FIXで固定する、Audi ISO FIXベースとの

組み合わせをお薦めします。

カラー：ミサノレッド/ブラック ・ チタニウムグレー/ブラック

合計金額 ￥78,840（￥73,000）

Audi ベビーシート（G0） ￥50,760（￥47,000）

Audi ISO FIXベース ￥28,080（￥26,000）

3　Audi チャイルドシート ヤングスター（G3）

幼児用シートは卒業、という小学生以下の児童用ジュニアシートです。

ISO FIX固定フックとの一体型なので取り付けも簡単で､しかも安全です。折り畳

みも可能なので持ち運びに便利です。ヘッドレストは高さと幅の調整が可能です。

カラ－：ミサノレッド/ブラック ・ チタニウムグレー/ブラック

￥58,320（￥54,000）

4　ベビーミラー

Audi ベビーシート（G0）装着により、後ろ向きのお子さまをルームミラー越し

に確認出来る取り付けミラーです。

￥4,320（￥4,000）

5　シートバックレストプロテクション

シートバックレストをお子さまの汚れた靴から保護するシート。小物を収納す

るポケット付。

￥5,724（￥5,300）

6　チャイルドシートアンダートレイ

ベビーシートやチャイルドシート装着による座席表面の傷みを保護する、収納

付のマットです。ノンスリップ加工済み。

￥6,804（￥6,300）

チャイルドセーフティシート 適合表
年　齢

生後月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

注意

Audi ベビーシート（G0）※1 ～13kg

15～36kgAudi チャイルドシート  ヤングスター（G3）

～18kgAudi チャイルドシート（G1）

Audi ISO FIX ベース

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

～15kgAudi チャイルドシート（G1）

※2

※1 お子さまの首の状態が未発達で、すわりがしっかりされてないと、前後の衝撃で首が振れてしまう恐れがありますので、生後 3～12ヶ月でのご使用を推奨します。　※2 3 点式シートベルトでの固定になります。 

● 記載されている年齢、体重は、おおよその目安です。　● ご使用の際は、チャイルドセーフティシートの取扱説明書とともに、車両の取扱説明書も合わせてお読みください。　

● 助手席での使用は、安全のため推奨いたしません。

写真は、ISO FIX ベースとの組み合わせの場合です。

2
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オーディオシステムに、iPod®を接続してハイクオリティサウンドを楽しむ。

USBメモリを接続してデータを取り込む。ユニバーサルトラフィックレコーダーで万が一の時に安心を得る。

デジタルデバイスが、ドライブをより快適にします。

もっとリラックスした走りへ。

デジタルデバイスを使いこなす楽しみ。

1

1　Audi ユニバーサルトラフィックレコーダー

Audi専用デザインのドライブレコーダーです。専用アプリによるスマートフォンで

操作します。レーダー感知作動による駐車監視や、イベントの自動録画、GPSによる

自車位置検知など、多機能と高機能を兼ね備えています。

￥50,976（￥47,200）/1台分

14
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1　リヤエンターテインメントモバイル

Andoroidをベースにしたエンターテインメントデバイスのタブレット。車内Wi-Fi

環境でGoogleサービスの利用が可能です。
￥183,600（￥170,000）

2　Bluetooth® ヘッドフォン

Audiエンターテインメントモバイルの音声を、

Bluetooth®で接続する専用ヘッドフォン。

￥19,440（￥18,000）

3　AMIアダプター

標準装備のAMIに取り付けて使用するiPhone®/iPod®等の

USB接続アダプター。
AMIアダプター（iPhone/iPod ミニ端子） ￥9,720（￥9,000）
AMIアダプター（iPhone/iPod ドックコネクター） ￥9,720（￥9,000）
AMIアダプター（Micro-USB） ￥9,720（￥9,000）
AMIアダプター（USB Type C） ￥9,720（￥9,000）

4　ワイヤレスチャージングカバー

ワイヤレスチャージングパッドとセットで使う給電用カバーです。

iPhone5/5S/SE用　￥8,640（￥8,000）
iPhone6/6S用　￥8,640（￥8,000）
iPhone7用　￥8,640（￥8,000）

5　ワイヤレスチャージングパッド

ワイヤレスチャージングカバー専用の給電用パッド。USB接続。

￥7,560（￥7,000）

6　USB メモリーキー

Audiのキーをあしらった8GBのUSBフラッシュメモリースティック。持ち運びに

便利な折りたたみ式です。

￥5,184（￥4,800）

7　プラズマクラスタープレミアムイオン発生機

Audi専用のカップホルダーにぴったり収まる高濃度プラズマクラスターイオン発生機。

空気中に浮遊するカビ菌やアレル物質、タバコなどの気になる臭いを分解、花粉も除

去します。また、お肌にハリ、ツヤを与え、キメを整える美肌効果もあります。

￥15,876（￥14,700）

8　Audi エア ピュリファイア

3層の高機能フィルターが、花粉や黄砂をはじめ、PM2.5等の車内の有害物質を

約30分で99%除去＊。また消臭にも効果を発揮。シガーソケットからの電源で、

場所を選ばず簡単に設置できます。
＊上海の公的検査機関SIMT（Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology）の
調査結果。

Audi エア ピュリファイア　　　￥16,200（￥15,000）
交換用フィルター　　　　　　　　　￥4,860（￥4,500）

※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費、付属品などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで、一部異なる場合があります。※iPod®、iPhone®は Apple Inc. の登録商標です。

2 3

6

1

4 5

7 8

15Communication



16

1　シートベルトカバー

スエード調でソフトな肌触りのカバーです。スポーツタイプのブラックと

ベーシックなグレーデザインの2種類をご用意しています。

Audi Sport（ブラック） ￥5,724（￥5,300）
Audi （グレー） ￥5,724（￥5,300）

2　ランバーサポートクッション

理想的な反発力と体圧分散効果により、運転時の安定した姿勢をサポート。長時

間のドライブでも、体への負担を軽減します。本革製。○○○○マーク付。

￥10,260（￥9,500）

3　マルチパーパスキャリー

愛犬とのお出かけ時や、レジャー用品の収納等に便利です。。

￥17,280（￥16,000）

4　コートハンガー

フロントシートのヘッドレストに装着するハンガーです。

使用しない場合はハンガー部分のみ取外しできます。

パイプタイプ　　　￥8,640（￥8,000）

※コンフォートシートパッケージ付車は除く。

5　セーフティドッグハーネス

車中での愛犬の安全を考えたハーネスです。シートベルトで固定可能です。

S サイズ　　　￥16,200（¥15,000)
M サイズ　　  ￥17,280（¥16,000)
Lサイズ　　　￥18,360（¥17,000)
XLサイズ　　 ￥20,520（¥19,000)

6　ペットプロテクトカバー

フックをヘッドレストに固定｡深さ約600ｍm｡サイドに出し入れ用ファスナー付｡

2分割可能｡セーフティドッグハーネスと併用可能です。

￥21,600（¥20,000)

21
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Comfort and protection 17

1　シートエプロン

濡れたまま座ることができる、ウェットスーツ素材のエプロンタイプのシートカバー

です。

￥17,820（￥16,500）

2　リヤシートペットカバー

濡れたままのペットもそのまま乗せることができるナイロン素材を使用した防水

タイプのシートカバーです。取付・取外しも簡単です。○○○○マーク付。

￥12,960（￥12,000）

3　ラゲッジコンパートメントボックス

折り畳み式布製ボックスです。使用後はコンパクトに畳むことができます。

￥7,560（￥7,000）

4　リヤシートバッグ

リヤシートのセンター部分に固定する、ミドルタイプの収納ケース。シートベルト

で固定します。

￥16,200（￥15,000）

5　リヤシートボックス

リヤシートのセンター部分に固定する、収納ケース。シートベルトで固定します。

￥8,640（￥8,000）

6　ビジネスケース

15インチまでのノートパソコンやビジネスツールの収納が可能な収納ケース。助手席

等にシートベルトで固定する他、ショルダーバッグとして持ち運ぶことも可能です。

￥18,360（￥17,000）

※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費、付属品などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで一部車両が異なる場合があります。
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1　シートバックレストバッグ

運転席又は助手席のヘッドレストステーに固定する、収納ケース。仕切りにより、

小物等の収納も可能です。

￥14,580（￥13,500）

2　ウェイストバッグ

運転席又は助手席のシートバックに固定する、収納ケース。袋等の取付け機能に

より、トラッシュバッグとして使用することができます。

￥7,020（￥6,500）

3 シューズオーガナイザー

ヘッドレストステーに固定し、靴を収納するバッグ。3足収納可能。

￥5,832（￥5,400）

4　クールバッグ

室内の12Vソケットより電源を取得し、保冷が可能なクールバッグです。バッグ内の

冷却温度は10℃前後をキープします。

￥32,400（￥30,000）

5　リヤサンシェード

内側から窓にはめ込むメッシュ状のシェードです。強い日差しをやわらげ、

室内を快適にします。

リヤガラス1個、リヤガラスサイド2個1セット ￥36,072(￥33,400)

6　ゲッコーフレグランス

室内に心地よい香りが広がるフレグランス。スパイシーでほのかな木の香りのブラック、

オレンジにほのかなパインの香りのライトグレー、トロピカルフルーツの香りのイエロー、

花の香りのレッドから選べます。

￥1,512（￥1,400）

7　アロマドライブディフューザー

シガーライターソケットに差し込むだけでアロマセラピーが楽しめる本革巻きディフューザー。

○○○○マークをバックから照らすLED照明付きです。エッセンシャルオイルには、植物

から抽出された100％天然成分を使用。4つの香りからお選びください。

アロマドライブディフューザー ￥3,672（￥3,400）
交換用エッセンシャルオイル ￥1,620（￥1,500）

1 2
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※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで、一部車両が異なる場合があります。

Comfort and protection 19

1　ドアエントリーライト

ドア開閉時に、足元を○○○○マークで照らすLED照明。

￥18,900（￥17,500）

2　ドアエントリーライト

ドア開閉時に足元を“quattro”ロゴで照らします。

￥18,900（￥17,500）

3　シガーソケット LED リーディングライト

シガーライターソケットに差し込むリーディングライト。アーム部が自在に曲がるため、

必要な部分だけを照らすことができます。

￥5,940（￥5,500）

4　LEDフットランプ用赤色バルブ

赤色照明のLEDフットランプです。ドアの開閉に連動します。

￥19,440（￥18,000）

5　USB充電シガーソケット

携帯電話等を充電するUSBアダプターです。通電中は赤いLEDのイルミネーション

が点灯します。

￥2,700（￥2,500）

6　シガーソケットLEDライト

シガーライターソケットで充電しておくスポットライト。明るいホワイトLEDを採用し、

手元を明るく照らします。

￥4,320（￥4,000）

7　デザインゲッコー

アルミ塗装のゲッコ̶マスコット。エアベントに差し込んだり、マグネットでお好みの

場所に固定できます。

￥2,592(￥2,400)
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1　ライセンスプレートホルダー（クローム）

クローム調の縁取りが、プレミアムな雰囲気を高めます。

フレームの○○○○マークはブラック地またはグレー地をお選びいただけます。

￥5,832(￥5,400)

2　アウディビジュアルエンブレム＋ゲゲゲゲッッッッココココーーーーフフフフィィィィルルルルムムムム

クワトロのシンボルキャラクター“Gecko（ゲッコー）”のステッカーです。

アウディビジュアルエンブレム　　　　　　　　　　　　￥756（￥700）～￥2,808（￥2,600）
アウディビジュアルメタルエンブレム　　　　　　　 ￥3,996（￥3,700）
ゲッコーフィルム　                               ￥6￥6￥6￥6,,,,484848480000（（（（￥￥￥￥6666,,,,000000000000））））

3　ライセンスプレート盗難防止用ロックボルト

盗難防止機能付のロックボルト。専用キーでの取付けとなります。

ボルト部分は2種類のロゴマークよりお選びいただけます。

￥7,560（￥7,000）

4　フロントガラスシェード＆ケース

強い日差しから車内を守るサンシェードです。専用ケースに折り畳んでフロントシート

バック収納ネット等に収納できます。

￥10,584（￥9,800）

5　マッドフラップ

雨天時や、悪路走行時の泥はねを軽減します。

フロント ￥16,200（￥15,000）
リヤ ￥16,200（￥15,000）

6　メカニカルゲッコーフィルム

クワトロのシンボルキャラクターをAudiの部品で構成した

メカニカルゲッコーステッカーです。

L  300×400mm　　　￥7,992（￥7,400）
S  150×200mm　　　￥5,724（￥5,300）

 

1 2
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5 6

アウディビジュアルメタルエンブレム

アウディビジュアルエンブレム

(L)

(M)

(S)

(XS)

(ブラック)

(シルバー)

ゲッコーフィルム



7　フィンガー保護フィルム

ドア開閉時のボディへの傷つきを防ぐ透明のフィルムです。

￥3,780（￥3,500)

8　ドアエッジ保護フィルム

傷付きやすいドアのエッジ部を保護する透明のフィルムです。

￥3,564（￥3,300）　

9　リヤバンパー保護フィルム

トランクリッド開口部バンパー保護用の透明フィルムです。

￥7,020（￥6,500）

10　オイルボトルケース

ダブルファスナーの付いたレザーレット仕様。1Ｌ缶用 /1 本収納。

※写真のオイルは含みません。

￥2,160(￥2,000)

11　タイヤ＆ホイールバッグ

タイヤとホイールのコンプリートを1本毎に収納できる持運びに便利なバッグ。

￥8,640（￥8,000）

12　スノーブレード

雪などによるブレード金属部の凍結を防ぎ、よりクリアな視界を確保します。

運転席側 ￥13,500（￥12,500）
助手席側 ￥9,180（￥8,500）

13　スノーシャベル

急な積雪時に駐車スペースから脱出するのに便利です｡テレスコピックハンドル

で 770～1020mm の調整可能｡

￥4,104（¥3,800)

14　スクレーパー

氷結時に便利なプラスチック製スクレーパーとブラシ付スクレーパー。

○○○○マーク付。

スクレーパー ￥950（￥880）
スクレーパー＆ブラシ ￥2,430（￥2,250）

※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。取付費などは含まれません。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで、一部車両が異なる場合があります。
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Protection

類いまれなパフォーマンスを

ワンランク上のステージへと誘うのは、日常のケア。
愛車を美しく、ベストコンディションに整えるAud i専用カーケアグッズ。

いつまでも出会った頃の輝きを、そして新車のときの走る歓びを。

時を重ねるたびに、さらにかけがえのない存在へ。

22



※価格表示は､消費税込希望小売価格（消費税抜き希望小売価格）です。車種ごとの適合内容は、プライスリストをご覧ください。写真はイメージで、一部車両が異なる場合があります。

インテリアケアキット

愛車をいつまでも快適にお乗りいただくために、内装のお手入れ

に必要な用品を厳選しました。ご家庭でも正しく簡単にカーケア

ができるお得なセットです。

●車内消臭剤 ●インサイドウインドークリーナ ●コックピットケア ●ベルセイム

●ウェットティッシュ＆カバー ●洗車マニュアル

￥8,856（￥8,200）

ワーキンググローブ

皮革×ストレッチ素材で丈夫なつくりになっています。作業時の

汚れや怪我から守ります。

￥1,512（￥1,400）

虫取りクリーナ

バンパー等に付いた虫や汚れを容易に落とすクリーナです。

￥1,404（￥1,300）

車内消臭剤

マットにスプレーすることで、抗菌・脱臭し車内をさわやかに保ちます。

￥1,728（￥1,600）

インサイドウインドークリーナ

室内についたタバコのヤニや汚れを取り除きます。ガラスクリーナ

独特のアルコール臭のない内窓専用のクリーナです。

￥1,620（￥1,500）

レザートリートメント

あらゆる色のレザーに対応し､長期間つやと風合いを保ちます。

￥2,052（￥1,900）

コックピットケア

ダッシュボードやコンソールなどのプラスチック部品用ケア剤です。

￥1,512（￥1,400）

ファブリックプロテクター

防水効果があり、汚れを付きにくくします。

￥2,700（￥2,500）

プラスチック＆ラバートリートメント

プラスチックやゴム製品の表面を保護､きれいにします。

￥1,620（￥1,500）

ウォッシュ＆ワックス

洗車とワックスがけを一度にできる高級塗装面洗浄・保護剤です。

￥1,296（￥1,200）

ニューカーバーム（天然ワックス）

天然ワックス入りで､くすんだ色を甦らせ､つやのある塗装面にします。

￥2,052（￥1,900）

ウインドーウォッシャー濃縮液

薄めて使用できる、濃縮タイプのウインドーウォッシャー液です。

500ml ￥594（￥550）

1000ml ￥1,026（￥950）

デアイサー（解氷、凍結防止剤）　

結氷したガラス表面を素早く解氷し、また凍結を防止します。

￥1,404（￥1,300）

ガラスポリッシュ

ガラス表面を滑らかに仕上げ、ワイパーの拭取り動作をスムーズ

にします。

￥702（￥650）

レザーケアセット

液体式の汚れ落しクリーナと潤いを回復する保護剤のセットです。

￥5,400（￥5,000）

クロームポリッシュクリーナ

クローム部分のうっすらとした錆や汚れを落とし、光沢を維持

するクリーナです。錆のこびりつきを防止するため、適度にお手入

れすることをおすすめします。研磨剤は0.5ミクロンと超微粒です。

（通常2～3ミクロン）内容量：約100g

￥1,728（￥1,600）

メッキモールクリーナ

ウインドー枠やルーフレールのメッキモールに発生した錆を除去

するクリーナです。メッキモール専用に開発された研磨剤で腐食

の除去に効果を発揮し、新車時の光沢と輝きを取り戻します。

35g ￥5,616（￥5,200）

100g ￥12,420（￥11,500）

メッキモールコート（保護剤）（25ml）

錆の発生を防ぐコーティング剤です。ピンホールやマイクロ

クラッチが発生しやすいメッキ層をコーティングすることで水や

空気、融雪剤や潮風等の塩害からメッキ部分を防護します。

25ml ￥5,508（￥5,100）

プラスチッククリーナ

プラスチック及びゴム部などの汚れを強力に洗浄します。

￥1,836（￥1,700）

ホイールクリーナ

ブレーキダストなどホイールに付着した汚れを分解し､落とします。

￥2,268（￥2,100）

1 エマージェンシーキット

万が一の時に乗員の安全を守るために役立つものを厳選し、オリ

ジナル収納バッグにセットしました。

●専用バッグ　●トーチ（ライフハンマー付）　●非常信号灯　●ワーキンググローブ

●ブースターケーブル（100A・5m）　●ダーティホイールバッグ　●ウインドブレーカー

●牽引ロープ　●コンパクトラジオ（自家発電式）

￥30,240（￥28,000）

2カーケアバッグ

インテリアケアキットを収納するオリジナルバッグです。保冷機

能を備えているため、クーラー BOXとしてもご利用いただけます。

￥5,076（￥4,700）

1
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●商品の仕様ならびに価格等の記載内容は、2017年8月現在のもので、予告なく変更する場合がございます。付属品、取付費、塗装代などは含まれません。

　掲載の税込メーカー希望小売価格は2017年8月現在の税率（8%）に基づく消費税込価格です。

●外観・色については、撮影及び印刷条件により、実物と異なって見えることがあります。

●当社の許可なく、本カタログの一部又は全部を複製、転写することを禁じます。

●掲載車両は一部日本仕様と異なる場合があります。

東京都品川区北品川 4-7-35
御殿山トラストタワー16F　〒140-0001

アウディ ジャパン 株式会社


