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BRAVE DESIGN
挑戦するデザイン

いま見ている世界のその先へ、挑戦する心で新しい美を創造する。

CRAFTSMANSHIP
匠の技

伝統と先進を融合し、どこまでもこだわり続ける。

手にするたびに
心が満たされるもの。

使い込むほどに
味わいを深めていくもの。

レクサスから広がる
豊かなライフスタイルを
もっとあなたの近くに。

2021年、
春夏コレクション、デビュー。

C o n t e n t s

P.04 「西陣織®HOSOO」クッション、ルームシューズ、ポーチ
P.06 ウクレレ、ミニグランドピアノ
P.08 扇子、ボールペン
P.09 NENRIN CLOCK
P.10 1,172曲・528Hzの生演奏オルゴール 
 Primotone ‐プリモトーンクリスタルモデル‐
P.11 スツール
P.12 「福井洋傘」ヌレンザ、パラソル
P.14 「ハイドロ銀チタン®」マスク、タオル、バスマット
P.16 アロマアイテム
P.18 天然ヒノキのアロマオブジェ、コースター
P.19 「ノリタケ」とレクサスのコラボレーション
P.20 美濃の若手陶芸家とレクサスのコラボレーション
P.24 LEXUS NEW TAKUMI PROJECT
P.26 ミッキーマウスレクサスコレクション
P.31 iPhoneケース
P.32 メンズバッグ 
P.36 カフスボタン、タイバー、ベルト、ネクタイ、ラペルピン 
 ポケットチーフ、キー&コインケース
P.38 レディースバッグ
P.41 エコバッグ
P.42 「GINTA」マルチケース、ブレスレット、ピンブローチ
P.43 チャーム、スタイ＆タオルセット
P.45 カードキーケース
P.46 スマートキーケース
P.50 キーリング、シューホーン
P.52 ビジネス、名刺ケース、ステーショナリー、モバイル
P.55 ゴルフアイテム、スポーツアイテム

C o n t e n t s

表紙：東京南青山のINTERSECT BY LEXUS-TOKYO
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3. 西陣織®スクエアポーチ（HOSOO）

211C005   49,000円（税込）

内側にポケットが1個あります。 
バッグの中に入れたり、手持ちで使用したり、 
様々なシーンでお使いいただけます。 
内側にレクサスマーク＆ロゴの織ネームタグ 
が付いています。
素　材 ：   〔表地〕ポリエステル、レーヨン、和紙 

 〔裏地〕スエード調人工皮革
サイズ ： 約 W325×H240×D10mm　 《日本製》

2. 西陣織®ルームシューズ（HOSOO）

サイズ1 211C003   93,300円（税込） 

サイズ2 211C004   96,400円（税込）

職人が木型から作製し、本体にはレザーを使用 
するなど、最高級の履き心地を追求しています。 
室内・外のどちらでもお使いいただけます。
素　材 ：   〔表地〕ポリエステル、レーヨン、和紙 

 〔本体〕牛革、やぎ革
サイズ ：  〔サイズ1〕約 W110×H100×D260mm 

　　　　 （シューズサイズ目安：24～26cm） 
〔サイズ2〕約 W130×H100×D300mm 
　　　　 （シューズサイズ目安：26～28cm）　《日本製》
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職人がこだわりの素材で一つひとつ丁寧につくりあげた 

暮らしを彩る西陣織®のレクサスコレクションです。

1 2 3 

満月の前後数日間にだけ見ることがで

きる神秘的な自然現象の「月の道」は、

月明かりが海面上で細長い道となり、

照らされた波の揺らぎによる繊細な 

グラデーションが人を魅了します。   　  

新型LSのドアトリム に は、この 美しい 

情景「月の道」をモチーフに銀糸の輝き

で見立てた西陣織®が使われています。 

今回レクサスコレクションに、同じ素材を 

使用したライフスタイルに華を添える 

逸品が加わりました。　  　　　　　　 

西陣織®は京都で約1200年前より貴族

や武士階級、さらには裕福な町人達の 

支持を受けながら育まれ、完成までに 

必要な20以上もの工程をそれぞれ専門

の職人が担当するという高度な分業に

よって美しさを追求してきました。　　

その伝統ある西陣織®に新しい感性を 

取り入れ革新的なものづくりに挑み続 

けるHOSOOとコラボレーションした、 

レクサスオリジナルアイテムです。

HOSOO/細尾 
元禄元年（1688年）、京都西陣に 

お い て 大寺院御用達 の 織屋 として 

創業。「帯」や「きもの」といった伝統的

な西陣織® の技術を現代へ継承しな 

が ら、革新的 な 技術とタイムレス な 

デザイン感性を加えることによって、 

唯一無二のテキスタイルを生み出し、

国内外のラグジュアリーマーケットに

向けて展開するとともに、新型LSの 

ドアトリムの素材も手がけている。
※西陣織®は西陣織工業組合の登録商標です。

商品の納期はご注文後約1.5～2か月となります。
※1～3のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。

1. 西陣織®クッション（HOSOO）

Sサイズ 211C001   44,350円（税込） 

Mサイズ 211C002   59,650円（税込）

インナーは上質なフェザー100％です。 
内側にレクサスマーク＆ロゴの織ネームタグが 
付いています。
素　材 ：   〔クッションカバー表地〕ポリエステル、レーヨン 

 和紙 
 〔クッションカバー裏地〕ポリエステル、シルク 
 〔クッション表地〕ポリエステル、シルク 
 〔クッションインナー〕フェザー100％

サイズ ：  〔Sサイズ〕約 W400×H400×D220mm 
〔Mサイズ〕約 W500×H500×D220mm　 《日本製》

04 05LEXUS collection



4.  ウクレレ

ストラクチュラルブルー 211C006 25,000円（税込） 

     オーダー名入れ 211C007 28,300円（税込）

素　材 ： 木材（シナ材）、樹脂 
サイズ ： W176×H533×D72mm 
重　量 ： 約400g　　《日本製》

オーダー名入れ

オーダー名入れ例　　　   

名入れ場所 ： 左側面

  
文字数 ：

 1行20文字まで 
 最大2行（40文字） 
 まで可能

名入れ方法 ： ステッカー

文字種類 ： 英数字

書体 ：
 ゴシック体 
 （横書きのみ）

 文字カラー ： シルバー

商品の納品はご注文後約1～2か月となります。

河合楽器製作所 
 「もっと伝えたい、感動を。」をスローガンとして、ピアノの製造販売・ 
調律・修理、ピアノレッスンや子どもリトミックなどの音楽教室の 
運営、体育教室をはじめとする健康増進事業を展開。さらに、金属加工・ 
塗装などの素材加工事業も展開し、高い塗装技術によりレクサスの
ウッドパネル（内装）の製造も手がけている。

オーダーメイド項目

本体カラー  レッド / ホワイト / ブラック 

中仕切り板

レザー調 カーボン調 ウォルナット調

本体カラーと中仕切り板を、お好きな組み合わせで 
ご注文いただけます。

ミニグランドピアノの本体カラーや中仕切り板は、レクサス車 
のボディカラーや内装をイメージしたオリジナル仕様 
です。さらに本体は、特別にピアノ塗装の職人が2層コート 
による塗装を行い、一つひとつ丁寧に仕上げています。 
音源は、カワイ独自の楕円形アルミパイプによるクリアで 
心地よい音が特徴で、32鍵の1音1音を職人が手仕事で 
厳密に調律しています。お子さまが初めて触れるピアノ 
だからこそ、正しい音程を体で覚え楽しんでいただく 
ために、正確な音程精度を追求しました。また鍵盤も本物 
のタッチ感にこだわり、ピアノならではの音の強弱も表現 
できる、本格的なアコースティックのミニグランドピアノ 
です。お子さまがピアノに親しむきっかけとして、また、 
お部屋のインテリアとしてもご使用いただけます。

ホワイト / レザー調

5.  ミニグランドピアノ

レッド、ホワイト、ブラック 201C001   36,300円（税込） 

         オーダー名入れ 201C002   39,600円（税込）

素　材 ： 〔本体〕木材（MDF＊2）、樹脂シート  〔鍵盤・脚〕PS樹脂  〔音源〕アルミパイプ 
サイズ ： W425×H205×D450mm（脚付き・蓋閉じ状態） 
重　量 ： 3,100g　　対象年齢 ： 3歳以上　　《日本製》

＊2 MDF ：  Medium Density Fiberboardの略称。 
木材の繊維を乾燥させた状態で圧縮して固めた木材。

オーダー名入れ

オーダー名入れ例 　   

名入れ場所 ：

　表面　　　   　　裏面

名入れ方法 ： プレート 
 （カラー：シルバー、サイズ：W40×H15mm）

文字種類 ： 英数字

書体 ： ゴシック体（横書きのみ）

文字数 ： 1行20文字まで最大2行（40文字） まで可能

文字カラー ： ブラック

商品の納期はご注文後約1か月となります。

LC500 Convertible特別仕様車“Structural  
Blue”※と同じ塗料で仕上げた、スタンダード 
サイズ（ソプラノタイプ）のウクレレです。　　
構造発色＊1といわれる原理を応用して開発 
した、光の反射や干渉で青く見える特殊な 
塗料を使用しています。熟練の職人が一本ずつ 
手作業で、塗装や調弦を行っています。

＊1  構造発色 
 物質そのものに色がなくても、光を受けて特定の 
色として見える構造のことです。

ブラック / ウォルナット調

「ピアノのカワイ」と 

コラボレーションした、 

レクサスオリジナルモデルです。

5 レッド / カーボン調

4 ストラクチュラルブルー

または

合計 
100本限定

※2020年6月に限定発売された特別仕様車です。 
　ご好評につき完売いたしました。

モルフォ蝶や海の水のように 
光の原理で発色する唯一無二の青、 
ストラクチュラルブルーのウクレレ。

鍵盤のタッチにもこだわった 
ミニグランドピアノ。
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背面プレート表記について

方法  レーザー彫刻

文様説明文の言語を選べます

種類  日本語 / 英語

オーダー名入れ

文字種類  漢字、ひらがな 
 カタカナ、英数字

文字数
 1行15文字まで 
 最大4行（60文字）
 まで可能

書体

 明朝体
 角ゴシック体
 丸ゴシック体 
 行書体

一年にひとつの輪を刻む年輪。育った年数や 
環境で、木目や色味・風合いは様々です。 
その年輪の美しさにこだわり、一本の天然木から 
熟練した職人が一つひとつ丁寧につくり上げた 
時計です。独自の技法で寄木を行い、想いや願いが 
込められた吉祥文様＊柄に組み上げました。 
壁掛け時計・置き時計のどちらのスタイルでも
お使いいただけます。 
裏面には文様の説明文と 
シリアルナンバー付き。 
また、オリジナルメッセージ 
も入れることができます。

吉祥文様

※この時計はSKPムーブメントを使用しています。SKPはセイコークロック株式会社が販売するムーブメントです。

※お届けする商品は、天然の素材を 
　使用しているため、色目・柄・風合いが異なります。

天
然
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様
＊
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8 YABANE

SHIMA

HAMON

ミマツ工芸
1972年 に 創業。日本有数 の 家具産地 で あ る 大川・ 
諸富 の 家具 の 部品 を製造。2008年 に 自社 ブランド 

「M.SCOOP」を立ち上げるなど、佐賀の木工職人の匠の 
技を活かしたデザインや機能性を凝縮した製品を生み 
出している。2018ウッドデザイン賞受賞、2018福岡 
デザインアワード入賞。

8.  NENRIN CLOCK

YABANE  201C003   34,300円（税込） 

HAMON  201C004   27,000円（税込） 

SHIMA  201C005   20,900円（税込） 

YABANE オーダー名入れ 201C006   35,400円（税込） 

HAMON オーダー名入れ 201C007   28,100円（税込） 

SHIMA オーダー名入れ 201C008   22,000円（税込）

素　材 ： 〔本体〕国産天然杉  〔針〕アルミ 
サイズ ： W175×H175×D40mm　　重　量 ： 約400g 
付属品 ：  単三電池1本、補助脚（置き時計用）　　《日本製》

商品の納品はご注文後約1か月となります。

オーダー名入れ 
スペース

回転しながら風をきり、矢を的へと的中 
させる矢羽根は、武運長久や立身出世を 
願う縁起柄です。

矢絣文様 YABANE

日本の伝統文様"青海波"は、「いつまでも 
穏やかな暮らしが続くように」という　  
願いが込められた縁起柄です。

青海波文様 HAMON

太い線と細い線が織りなす縞模様は 
"孝行縞"とも呼ばれており、家内安全、 
家内繁盛を願う縁起柄です。

縞文様 SHIMA

＊ 吉祥文様 ： 「おめでたい」ことを意味する文様です。

匠のものづくりが日々を 

豊かに彩ります。

6 

舞扇堂
新しい感性で扇子を発信する京都の扇子専門店。京扇子 
の伝統手法を引き継ぎながら、現代のライフスタイルや 
ファッションに合う扇子を創造し続けている。

6.  扇子

211C008   14,300円（税込）

新型LSのドアトリムの柄をモチーフにデザインした扇子です。 
親骨にはアルミ素材を使用しています。京都・舞扇堂の職人
が一つひとつ丁寧につくり上げています。　　　　　　　 
制菌加工を施した素材のケース付き。
素　材 ：  〔扇子〕扇面/ポリエステル・綿、竹、アルミ、真鍮 

〔ケース〕ポリ塩化ビニル
サイズ ： 〔親骨〕228mm  〔ケース〕W245×H50mm　　《日本製》

7

7.  ボールペン（レザー）/油性

181C039 12,223円（税込）

LCのステアリングの革を使用したツイストタイプの 
ボールペンです。ステッチは、LCのステアリングの 
縫製と同様の「かがり縫い」で職人が
一つひとつ丁寧に仕上げています。 
側面にレクサスマーク＆ロゴが型押し 
されています。
素　材 ： 牛革、真鍮 
サイズ ： 長さ135×軸径12mm
重　量 ：   約38g　　《日本製》

かがり縫い

※扇面の柄は、生地の裁断部分により異なります。

◉制菌加工：繊維上の細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。
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天童木工 
山形県天童市に本社を構える家具設計製造メーカー。 

日本で最初に成形合板技術を家具製造に導入し、その高い技術 

はレクサスのステアリングや内装パネルにも採用されている。 

数多くの名作家具は、欧米の様々な美術館のパーマネント 

コレクションにも選ばれている。

美しい造形、レクサスの“技”。

10.   スツール

人工縞杢（ブラック） 192C002 170,600円（税込） 
人工縞杢（生地色） 192C003 
スギ（生地色） 192C004

ステンレス製プレートにレクサスマーク＆ロゴが 
レーザー彫刻されています。
素　材 ：  〔表面材〕アガチス・スギ  〔芯材〕ホワイトビーチ  〔プレート〕ステンレス
サイズ ：  W357×H420×D357mm　　耐荷重 ： 150kg　　《日本製》

商品の納品はご注文後約45日となります。
※お届けする商品は、天然の素材を使用しているため、色目・柄・風合いが異なります。

スピンドルグリル を モチーフ に 
デザインしたスツールです。レクサス 
のステアリングづくりにも用いられ 
ている成形合板技術を使い、薄い 
木の板を何枚も重ね合わせて圧力を 
加えながら曲げていき、高い強度に 
仕上げています。素材はレクサスの
内装にも使われてきた人工縞杢＊1 
と日本固有の樹種であるスギの 
2種類を用意しています。スギは天童 
木工独自のRPW技術＊2 によって、
家具に適した硬度にしています。 　  
サイドテーブルとしてもお使いいた
だけます。

10 人工縞杢（ブラック）

人工縞杢（生地色）

スギ（生地色）

＊1 人工縞杢
  薄くスライスしたアガチス材を黒染色 
  や漂白をして積層し、再度スライスする 
  ことで縞模様を表現しています。

＊2 RPW技術
  スギなどのやわらかい性質の針葉樹 
  をローラーで圧密（プレス・固着）する 
  ことで高い硬度を持たせる技術です。

ク
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プリモトーンクリスタルは、専用につくられた 
楽曲データできめ細かくピンを駆動し、櫛歯を 
弾いて生演奏をする電子制御オルゴールです。 
ブラザー工業の高度なモーター技術や電子制御 
技術と、エクシングの豊富な楽曲制作ノウハウ 
から生まれました。
1,172曲もの楽曲データが専用SDカード3枚 
に収録され、ACアダプターからの電源駆動で 
30分以上もある交響曲も続けて演奏ができます。 
オルゴールの心臓部ともいえる櫛歯は、熟練した 
匠の技により1本ずつ丁寧に研磨し、癒しの音色 
として注目されている528Hzを奏でるよう調律 
されています。また、透明度の高いアクリルと 
ハーフミラーを組み合わせた筐体は、光の反射で 
表情が変化し、クリスタルのような美しい輝きを
放ちます。素材から組み立てまで、すべて一流の
職人の手によって仕上げられています。

先進テクノロジーと匠の技が融合。 
1,172曲の楽曲を癒しの音色528Hzとともに生演奏するオルゴールです。

※ハーフミラーは製造工法上、一部に黒い点や、見る角度や環境によって反射むらが見える場合があります。 
※室内の環境により、筐体が曇る場合があります。特に、加湿器の近くは、水道水の成分や防腐剤成分等が付着 
　して白く曇る場合があります。 
※業務用途でご利用いただく場合は一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）とご契約いただき演奏権使用料 
　のお支払いが必要となります。

商品の納品はご注文後約2か月となります。

9.  オルゴール （Primotone ‐プリモトーンクリスタルモデル‐）

192C001　2,200,000円（税込）

素　材 ： 〔本体〕アクリル樹脂  〔機器部〕鋼、アルミ、ABS　　 サイズ ： W306×H145×D217mm
重　量 ： 5.9kg　　付属品 ： ACアダプター、電源コード（1本）、専用SDカード（3枚）　　《日本製》

ブラザー工業 ： プリンター、ファクシミリ、ミシンなどを中心に製造。 
  ミシンは家庭用、工業用ともに世界トップクラスシェア。 

エクシング ： ブラザー工業のグループ企業であり、「JOYSOUND」の 
  業務用通信カラオケを運営。

通常のオルゴールにはない
音量やテンポを 
調節することも可能

櫛歯の奏でる音が 
本体内部で共鳴して広がる 
生演奏ならではの美しい音色

クラシックやポップスなど 
多彩なジャンルの1,172曲を 
フルコーラスで生演奏
※楽曲の一部を抜粋している収録曲もございます。

櫛歯は癒しの音色528Hz 
を奏でるよう 
匠の技で特別に調律
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13のパラソル オーダーメイド項目

骨の長さ：500mm/550mm

カラー（持ち手）：   カラー（生地）：

アイボリー 
ブラウン 
ブラック

12.   アンブレラ「ヌレンザ」

 13LXC10001　33,000円（税込） 

オーダー名入れ 13LXC10002　37,400円（税込）

素　材 ：  〔生地〕ポリエステル  〔持ち手〕木（カエデ）、牛革
 〔親骨・受骨〕カーボン  〔中棒〕アルミ 
サイズ ： 550mm/600mm/650mm 
 骨の数 ： 12本/16本　  《日本製》

アンブレラ「ヌレンザ」の納品は 
ご注文後約30日となります。

11.   アンブレラ「ヌレンザ」カーボン

 64LXC10023　46,139円（税込） 

オーダー名入れ 64LXC10024　50,518円（税込）

骨組みと中棒にカーボン素材を使用し、軽量化と
優れた耐久性を実現しています。また、傘の開閉を
スムーズに行うことができ、指を挟まない構造
になっています。
素　材 ：  〔生地〕ポリエステル  〔持ち手〕木（カエデ）、牛革
 〔親骨・受骨・中棒〕カーボン 
サイズ ： 550mm/600mm/650mm　骨の数 ： 12本/16本 

《日本製》

アンブレラ「ヌレンザ」カーボンの納品は 
ご注文後約45日となります。

13.   パラソル（晴雨兼用折りたたみ傘）

 191C018　49,805円（税込） 

オーダー名入れ 191C019　55,917円（税込）

優れた紫外線カット率と遮熱性を備えた、晴雨兼用折りたたみ 
傘です。マイナスイオン効果や消臭機能を持つ備長炭の粉末
を配合した生地を使用し、生地全体に木蓮の透かし柄が散り
ばめられています。
素　材 ：   〔生地〕綿50％・ポリエステル50％（ペンタス®UF＊、備長炭粉末配合）
 〔持ち手〕木（カエデ）、牛革  〔親骨・受骨〕特殊樹脂  〔中棒〕アルミ 
サイズ ： 500mm/550mm　　骨の数 ： 12本　　《日本製》

パラソル（晴雨兼用折りたたみ傘）の納品は 
ご注文後約30日となります。

名入れ場所 腰ネーム部分

名入れ方法 刺繍

文字数 14文字まで

書体
楷書体 
活字体 
筆記体

文字カラー
シャンパンゴールド 
シルバー / 黒 / 青 
緑 / 紫

11、12、13のオーダー名入れ

11 ブルー

オレンジ ボルドー ブラックネイビーグレージュピンク ブルー

13 ライトベージュ

折りたたみ時に便利な 
カバー付き

「崇高」の花言葉を持つ 
木蓮の透かし柄

強度の高いトラス構造の 
12本骨

ジェットブラック ライトベージュスプラウト ローズレッド

11、12のアンブレラ「ヌレンザ」オーダーメイド項目

骨の長さ：550mm/600mm/650mm

骨の数 ：12本/16本 持ち手：男性/女性

カラー（持ち手）：ブラウン/ブラック

カラー（生地）：

手に馴染み持ちやすい
こだわりの持ち手

匠
の
技
と
知
恵
、

そ
し
て
先
進
性
と
の
融
合
。

大
本
山
永
平
寺
御
用
達 

《
福
井
県
》 

福
井
洋
傘

「
ヌ
レ
ン
ザ
」は
、
蓮
の
葉
を
滑
る
雨
の
雫
に
発
想
を
得
た 

“
水
滴
を
つ
ぶ
さ
ず
に
転
が
す
” 

超
高
密
度
ポ
リ
エ
ス
テ
ル

素
材
を
使
用
。
傘
に
落
ち
る
雨
音
を
お
楽
し
み
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、生
地
の
張
り
具
合
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
カ
エ
デ
と
本
革
の
持
ち
手
は
人
間
の
五
感
に
響
く

よ
う
な
し
な
や
か
さ
が
あ
り
、
露
先
と
石
突
の
部
分
は

ク
ル
マ
を
傷
つ
け
に
く
い
ウ
ッ
ド
仕
上
げ
で
す
。

福井洋傘
1972年の創業以来、伝統工芸を伝承しながら 

独自の傘づくりを追求する老舗の傘メーカー。 

そのこだわりは生地や持ち手から雨を弾く音まで 

細部に至る。お客様の声に応え、お客様の視点で 

ものづくりをすることが真のものづくりと考えて 

おり、常にお客様への「おもてなし」を心がけている。

＊ ペンタス®UF
 合成繊維の高い機能性・耐久性と天然素材の質感を備えた、 
 東レ株式会社開発の新素材です。
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18.  フェイスタオル（ハイドロ銀チタン®） 
アローヘッド

エメラルドブルー 201C051 1,936円（税込） 
コーラルピンク 201C052 
ホワイト 191C045 
グレイッシュピンク 192C052

素　材 ：  綿100％ 
サイズ ： W340×H800mm　　《日本製（今治産）》

※ハイドロ銀チタン®の商品・情報はP27でもご紹介しています。※14・15のミニハンカチタオルは、16のミニハンカチタオルと同じ商品です。

グレイッシュピンクコーラルピンク
ホワイト

グレイッシュピンク

DR.C医薬　
DR.C医薬株式会社は、独自のハイドロ銀チタン®というタンパク質分解技術を応用し、 

感染症・アレルギー疾患治療薬開発を専門とする創薬会社です。開発には様々な 

専門医が協力しています。　　　　　 　　　　　　　　        https://drciyaku.jp/

ハイドロ銀チタン®（Hyd〔AgTiO2〕）は、タンパク質や不衛生タンパク質を 

分解して水や二酸化炭素・窒素に変える、DR.C医薬独自のクリーン技術です。

医師の発想から生まれたハイドロ銀チタン®が 

快適な暮らしをサポートします。

19.  バスマット（ハイドロ銀チタン®）

ホワイト 201C055   6,620円（税込） 
ノーブルグレー 191C049

素　材 ：  綿100％ 
サイズ ： W600×H450mm　　《日本製》

＋4

ニオイ・汗・カビの対策に
バスマットの生地に加工されたハイドロ銀チタン®は、ニオイや 
汗・カビの元となるタンパク質・不衛生タンパク質を繊維上で 
吸着・分解します。使い続けてもニオイが発生しにくく、快適に 
お使いいただけます。

かぜ・飛沫・花粉・ハウスダスト 
PM2.5・ニオイなどの対策に
マスクやタオルの生地に加工されたハイドロ銀チタン®は、花粉やハウスダスト 
等のタンパク質・不衛生タンパク質を繊維上で吸着・分解します。また、汗の 
ニオイの元となるタンパク質・不衛生タンパク質も吸着・分解されるため、 
使い続けてもニオイが発生しにくく、快適にお使いいただけます。

ホワイト

18 エメラルドブルー

17 コーラルピンク
＋4

19 ホワイトノーブルグレー

ライトブルー

15.  マスク（不織布）　  ・ミニハンカチタオル　  セット 
（ハイドロ銀チタン®）

202C005   1,500円/セット（税込）

かぜ・飛沫・花粉・ハウスダスト・PM2.5の対策に適した不織布のマスクと、 
ミニハンカチタオルのセットです。マスク（不織布）は防御フィルターを備え、 
花粉・細菌・黄砂・ウイルス・PM2.5をカットします。鼻にしっかりフィットする 
ノーズフィッターと、メガネの曇り止めシートが付いています。耳かけゴム 
には、耳が痛くなりにくいやわらかいゴムを使用しています。
素　材 ：  〔マスク本体〕ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン 

〔マスク耳かけゴム〕ナイロン、ポリウレタン 
〔ミニハンカチタオル〕綿100％

サイズ ： 〔マスク〕W160×H90mm  〔ミニハンカチタオル〕W250×H250mm 
セット内容 ： マスク（不織布）3枚、ミニハンカチタオル1枚 

《〔マスク〕日本製  〔ミニハンカチタオル〕日本製（今治産）》

＋4＋4

15 マスク（不織布）

商品 濃度 ハイドロ銀チタン®による分解対象

マスク（ガーゼ） ＋3
花粉・ニオイ の中の 
タンパク質・不衛生タンパク質

マスク（不織布） ＋4
花粉・ニオイ・ハウスダスト の中の 
タンパク質・不衛生タンパク質

ミニハンカチタオル  
ウォッシュタオル  
フェイスタオル

＋4
花粉・ニオイ・ハウスダスト・汗 の中の 
タンパク質・不衛生タンパク質

バスマット ＋4
ニオイ・汗・カビ の中の 
タンパク質・不衛生タンパク質

※タンパク質の種類・量によっては分解できないものもあり、使用環境によって機能は変化します。 
※銀・チタンアレルギーをお持ちの方はご使用をお控えください。 
※マスク（ガーゼ）・マスク（不織布）の1日の使用時間は、12時間以内を目安にしてください。 
※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。 
※マスクはハイドロ銀チタンⓇ加工の影響で、時間経過により色調が変化することがありますが、 
　問題なくお使いいただけます。

ハイドロ銀チタン®の濃度には ＋3  ＋4 があり、分解できる対象は 
商品によって異なります。

17.  ウォッシュタオル（ハイドロ銀チタン®） 
アローヘッド

コーラルピンク 201C050   1,223円（税込） 
ホワイト 191C042 
グレイッシュピンク 192C050

素　材 ：  綿100％
サイズ ： W340×H350mm　　《日本製（今治産）》

＋4

16.  ミニハンカチタオル（ハイドロ銀チタン®）

グレイッシュピンク 211C010 950円（税込） 
ライトブルー 202C006 
ネイビー 201C053

表がガーゼ生地、裏がタオル生地のミニハンカチタオルです。
素　材 ：  綿100％ 
サイズ ： W250×H250mm　　《日本製（今治産）》

＋4

ネイビーライトブルー16 グレイッシュピンク

ネイビー

14.  マスク（ガーゼ）　  ・ミニハンカチタオル　  セット 
（ハイドロ銀チタン®）

211C009   2,250円/セット（税込）

ガーゼ生地マスクと、ミニハンカチタオルのセットです。マスクは防御フィ 
ルターを備えた5層構造で、かぜ・飛沫・花粉・PM2.5対策に適しています。 
吸湿性・保湿性が高く、耳かけゴムには、耳が痛くなりにくい巾広ソフト 
ゴムを使用しています。
素　材 ：  〔マスク本体〕綿100％   〔フィルター〕ポリプロピレン 

〔マスク耳かけゴム〕ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 
〔ミニハンカチタオル〕綿100％

サイズ ： 〔マスク〕W200×H145mm  〔ミニハンカチタオル〕W250×H250mm 
セット内容 ： マスク（ガーゼ）1枚、ミニハンカチタオル1枚 

《〔マスク〕ベトナム製  〔ミニハンカチタオル〕日本製（今治産）》

＋4＋3

14 マスク（ガーゼ）
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優雅でくつろぎ感あふれる香り、
レクサスのオリジナルブレンド。

レクサスこだわりの4つの香り。

静かでしなやかに洗練された粋な空間、 
奥に秘めた躍動感を感じるやすらぎの 

「ウッド」の香り

《成分》  ヒノキ、パイン、ユーカリ、ニアウリ、 
ローズマリー、カモミール など

《Vo l .1》 WO O D

やさしく包み込む空気感、心地よさと 
上質さのあるときめきを与える 

「フラワー」の香り

《成分》  イランイラン、ラベンダー、カモミール、 
ホーウッド、オレンジ など

《Vo l . 2》 F LOW E R

視界が開けるような明るい印象、 
涼しげな風や水を感じる「ミント」の香り

《成分》  ペパーミント、スペアミント、 
ユーカリ、ローズマリー など

《Vo l . 3》M I N T

心と体がほぐれるような、気持ちにゆとりを 
与えてくれるやさしい「ハーブ」の香り

《成分》  カモミール、シダーウッド、 
ホーウッド、ユーカリ など

《Vo l .4》H E R B

26.   アロマオイル（5ml）

Vol.1（WOOD） 60LXC10054　1,980円/本（税込） 
Vol.2（FLOWER） 60LXC10055 
Vol.3（MINT） 60LXC10056 
Vol.4（HERB） 60LXC10057

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ： 直径22×H54mm

《日本製》

27.   アロマオイル（30ml）

Vol.1（WOOD） 67LXC10020　6,620円/本（税込） 
Vol.2（FLOWER） 67LXC10021 
Vol.3（MINT） 67LXC10022 
Vol.4（HERB） 67LXC10023

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ： 直径36×H80mm

《日本製》

28.   アロマスプレー（30ml）

Vol.1（WOOD） 66LXC10043　2,037円/本（税込） 
Vol.2（FLOWER） 65LXC10034 
Vol.3（MINT） 66LXC10044 
Vol.4（HERB） 65LXC10035

お部屋や衣類用としてお使いいただけます。
素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
 精製水、エタノール、乳化剤
サイズ ： 直径30×H125mm

《日本製》

27 Vol.3 28 Vol.426 Vol.2

29.   アロマオイル（5ml）1本＆香りのカードセット

Vol.1（WOOD） 192C046 Vol.2（FLOWER） 192C047   3,100円/セット（税込） 
Vol.3（MINT） 192C048 Vol.4（HERB） 192C049

アローヘッドをモチーフにデザインした木製のカードケースとアロマオイルの 
セットです。名刺入れや財布などに入れて香りをお楽しみください。
素　材 ：  〔カードケース〕樺  〔ムエット〕紙
サイズ ：  〔カードケース〕W55×H90mm  〔ムエット〕W37×H85mm
セット内容 ：  アロマオイル5ml 1本、カードケース（1枚） 

ムエット5枚（内1枚はカードケースにセット済）
《日本製》

※お届けするカードケースは、天然の素材を使用しているため、木目や 
　色が異なります。 
※ムエットに大量のアロマオイルが染み込むと、カードケースにシミが 
　生じる場合があります。 
※カードケースが衣類や周辺の小物などに接した際に、シミや傷みが 
　生じる場合があります。

29 Vol.1

30.   ルームフレグランス（100ml）

Vol.1（WOOD） 171C017   4,930円/個（税込） 
Vol.2（FLOWER） 171C018 
Vol.3（MINT） 171C019 
Vol.4（HERB）  171C020

やさしい天然の香りが約2か月持続します。リード5本付き。
素　材 ：   〔ルームフレグランス〕100％ピュアエッセンシャルオイル＊、溶剤 

〔リード〕ポリエステル
サイズ ：   〔ルームフレグランス〕容器 W65×H100×D65mm 

〔リード〕直径3×H210mm
《日本製》

31.   ルームフレグランス（100ml）（交換用）

Vol.1（WOOD） 171C021   3,870円/個（税込） 
Vol.2（FLOWER） 171C022 
Vol.3（MINT） 171C023 
Vol.4（HERB）  171C024

《日本製》　※  リードは商品に含まれておりません。 30 Vol.4

32.   アロマスプレー（30ml）1本＆タオルハンカチセット

Vol.1（WOOD） 67LXC10028   3,667円/セット（税込） 
Vol.4（HERB） 67LXC10031

アロマスプレーと今治タオルブランド認定を受けた 
ライムグリーン色のタオルハンカチのセットです。
素　材 ： 〔タオルハンカチ〕綿100％
サイズ ： 〔タオルハンカチ〕W250×H250mm 
セット内容 ：   アロマスプレー1本 

タオルハンカチ1枚
《日本製》 32 Vol.4

33.   アロマスプレー（30ml）1本＆ポーチセット
Vol.1（WOOD） 67LXC10024 Vol.2（FLOWER） 67LXC10025 5,042円/セット（税込） 
Vol.3（MINT） 67LXC10026 Vol.4（HERB） 67LXC10027

アロマスプレーとミルキーブルー色のポーチの 
セットです。ポーチの内側にレクサスマーク 
＆ロゴの織ネームタグ付き。
素　材 ： 〔ポーチ〕ポリウレタン、ポリエステル
サイズ ：   〔ポーチ〕W160×H120×D60mm
セット内容 ：   アロマスプレー1本、ポーチ1個

《日本製》（ポーチは中国製） 33 Vol.2

※22・25・28・32・33のアロマスプレーを衣類などにスプレーする場合は、20cm程度離してお使いください。 
※26～33は、種類により商品の色が異なります。

ウイルス対策を 
天然の心地よい香りで。

25.   アロマスプレー HINOKI（30ml）

181C041　2,292円/本（税込）

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊ 
精製水、エタノール、乳化剤

サイズ ： 直径30×H125mm　　《日本製》

＊ ピュアエッセンシャルオイル 
 自然界に存在する天然の素材から抽出したオイルです。

24.   アロマオイル HINOKI（5ml）1本 
&サシェセット

181C042　3,158円/セット（税込）

アロマオイルと、トヨタ三重宮川 
山林で採れたヒノキのチップ を 
使ったサシェのセットです。お部屋 
やクローゼット、玄関まわりなどの 
ほ か、クルマやカバン の 中 に も 
お使いいただけます。
素　材 ：   〔アロマオイル〕100％ピュアエッセンシャルオイル＊
 〔サシェ〕ヒノキチップ  〔巾着〕コットン 
サイズ ： 〔アロマオイル〕直径22×H54mm 
 〔サシェ〕W80×H100×D20mm

《日本製》（巾着は中国製）

トヨタ三重宮川山林のヒノキから抽出したオイル
をベースにした、やさしい天然の香りです。トヨタ 
自動車は海外植林の経験と自動車製造で培った 
ノウハウを林業に活用することで、国内の山林 
再生ができるのではないかと考え、三重県旧宮川村 

（現大台町）の 山林 を2007年 に 取得して、山林 
再生の取り組みに着手しています。

すがすがしい三重の森の香り、 
レクサスのオリジナルブレンド。

《成分》  ヒノキ、サイプレス、ベルガモット、ホーウッド、 
 スペアミント、クローブ

さわやかな森の中にいるような、フレッシュさと 
落ち着きのある「ヒノキ」の香り

H I N O K I

クリアーティートリーは抗ウイルス試験の結果、 
試験環境下で99.0％の浮遊ウイルス除去効果を
持つことが認められたアロマオイルです。

21 22 20 

23.   アロマオイル HINOKI（5ml）

181C040　2,292円/本（税込）

素　材 ： 100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ： 直径22×H54mm　　《日本製》

※アロマオイル HINOKIを使用したアロマオブジェ 
　（HINOKI）をP18でご紹介しています。

24 2523

20.   アロマオイル 
クリアーティートリー（10ml）

211C011　1,800円/本（税込）

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ： 直径22×H67mm　　《日本製》

抗ウイルス

21.   アロマオイル 
クリアーティートリー（30ml）

211C012　5,000円/本（税込）

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ： 直径36×H80mm　　《日本製》

抗ウイルス

22.   アロマスプレー 
クリアーティートリー（30ml）

211C013　2,000円/本（税込）

素　材 ：   100％ピュアエッセンシャルオイル＊
 精製水、エタノール、乳化剤
サイズ ： 直径30×H125mm　　《日本製》

抗ウイルス

※ウイルス除去率（99.0％）は、あくまで試験環境下による数値です。 
　本製品の実空間における芳香により得られた数値ではありません。 
※すべてのウイルスに効果があることを保証するものではありません。 
※ウイルスを抑制する効果はありますが、感染の予防を保証するもの 
　ではありません。

《成分》  ティートリー、ユーカリ、カモミール、クローブ、 
 ラバンディン など

清潔感をそなえた穏やかな香り

CL E AR  TEA TR EE

試験機関　一般社団法人北里環境科学センター 
　　　　　北生発2020_0072号
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35

36

自然の素材をモダンなデザインに。

※アロマオイルの補充は、P16でご紹介している 
　23.アロマオイル HINOKI （5ml） / 181C040をご使用ください。

※お届けする商品は、天然の素材を使用しているため、色目・柄・風合い 
　が異なります。
※商品側面やレクサスマーク＆ロゴなどレーザー加工を施した部分の 
　色味には個体差がございます。
※経年変化や繰り返しの水洗い・乾燥により、反りやひび割れ、変色 
　などが生じる場合があります。

34.   アロマオブジェ（HINOKI）

202C007　5,500円/セット（税込）

スピンドルグリルをモチーフにデザインしたアロマオブジェです。 
ヒノキの香りがほのかに広がります。
素　材 ：  国産天然ヒノキ、ガラス、100％ピュアエッセンシャルオイル＊
サイズ ：  W97×H150×D60mm
セット内容 ：   パネル、スタンド、ガラス管（アロマオイル HINOKI※ 1ml入り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《日本製》

西多摩郡檜原村のヒノキの間伐材を使用しています。 
天然木の個性豊かな木目と巧みなレーザー加工による、 
造形美をお楽しみください。

ミライス・こだま堂 
3Dプリンターの製造からスタートしたノウハウを 
活かし、立体的な造形加工を専門とするメーカー。 
木工製品を扱う「こだま堂」ブランドを立ち上げ、 
現代のライフスタイルにふさわしい和モダンな 
プロダクトを提案する。環境への配慮・地域資材 
の活用にも力を入れており、間伐材の使用を推進 
している。

36.   コースターセット（HINOKI）スクエア

202C009　5,450円/セット（税込）

スピンドルグリルをモチーフにデザインしています。
素　材 ： 国産天然ヒノキ
サイズ ： W90×H6×D90mm
セット内容 ：    コースター5枚（スピンドルグリルモチーフ3枚 

レクサスマーク＆ロゴ2枚） 
　　　　　　　　　　　　　　　   　《日本製》

35.   コースターセット（HINOKI）ラウンド

202C008　5,450円/セット（税込）

LCのステアリング・ホイール・メーター・プッシュ 
スタートスイッチをモチーフにデザインしています。
素　材 ： 国産天然ヒノキ
サイズ ： W90×H6×D90mm
セット内容 ：    コースター5枚（各デザイン1枚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　《日本製》

34

＊ ピュアエッセンシャルオイル
 自然界に存在する天然の素材から抽出したオイルです。

37 オレンジ

38 オレンジ

ネイビー

ネイビー

日本で初めてボーンチャイナの製造に成功した
ノリタケとのコラボレーションアイテム。

艶やかで温かみのある乳白色。 

薄く仕上げていながら丈夫で割れにくい、ノリタケの上質なボーンチャイナ。 

スピンドルグリルをモチーフにデザインしたオリジナルカップです。

1904年創業の洋食器メーカー。

1914年に日本で初めてディナー

セットを製造し、米国を中心に海外

へ輸出を開始、世界に知られる

ブランドとなる。1932年には日本

で初めてボーンチャイナの製造に

成功。100年を越えて培われた

技術と伝統に、新しさを融合した

商品を提供し続けている。

37.   カップ&ソーサーペアセット

181C019　8,811円/セット（税込）

底面にレクサスマーク＆ロゴが印刷されています。
素　材 ： ボーンチャイナ
サイズ ： 〔カップ〕W116×H60×D91mm
 〔ソーサー〕直径151×H20mm
セット内容 ： カップ2個（各色1個）、ソーサー2枚（各色1枚） 

《スリランカ製》

38.   マグカップ

オレンジ 181C020　3,311円（税込） 
ネイビー 181C021

底面にレクサスマーク＆ロゴが印刷されています。
素　材 ： ボーンチャイナ
サイズ ： W109×H100×D81mm 

《スリランカ製》
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美
濃
焼

陶磁器デザイナー

川
かわもと

本 桂
けいじ

志

岐阜県土岐市生まれ。

川本又兵衛が創業し、大正時代から続く川又製 

陶所の4代目。明治期に国内外で高い評価を得た 

薄い生地のカップづくりの技術を継承する数少ない

窯元。家業の製陶業を引き継ぎ、受け継がれてきた

技術を活かした現代の器づくりに挑んでいる。

39.   フリーカップペアセット（フラワー）

211C014　6,050円/セット（税込）

薄い生地の成形技術であるふせ焼き＊1で焼き上げた軽量なフリーカップです。 
白い素地に、春の桜と夏の向日葵の花景色を、銅板転写＊2で立体的に描いて 
います。
素　材 ： 磁器 
サイズ ：  約 直径80×H115mm
セット内容 ： カップ2個（各種1個）　　《日本製》

※川本桂志の商品はP26でも 
　ご紹介しています。

※39～41のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。39～41の商品は底面にレクサスマーク＆ロゴが印刷されています。

サンフラワー

39 チェリーブロッサム

ペールブルー

白い素地に浮かぶ
華やかな花景色。

カップの中に 
一輪の花。

淡い春のやわらかな 
色彩のグラデーション。

＊1  ふせ焼き 
  生地の薄い器を焼く際に、 
  形状が歪むことを防ぐ 
  ため、山状の台の上に、 
  飲み口を下に向けてのせ 
  焼き上げる技法。

＊2  銅板転写 
  紙に刷られた文様を、水 
  を含ませた刷毛で紙の 
  上から叩きつけて生地 
  に転写する技法。

※電子レンジ、食器洗浄機は使用不可。

陶磁器デザイナー

安
やすだ

田 幸
ゆきまさ

正

岐阜県土岐市生まれ。

1959年に設立された山智製陶所の3代目。多治

見市陶磁器意匠研究所にて陶芸および陶磁器

デザインを学んだ後、家業の製陶業へ。オリジナ

ルブランド「宙窯（そらがま）」にて、既存の商品と

は異なる独自の製品の開発にも取り組んでいる。

陶磁器デザイナー

加
かとう

藤 好
よしやす

康

愛知県西尾市生まれ。

倉敷芸術科学大学卒業後、多治見市陶磁器意 

匠研究所にて陶磁器デザインを学ぶ。鋳込み

成形を応用した陶芸作品を制作するかたわら、

生活食器のデザインに取り組んでいる。

40.  カップペアセット（花レリーフ）

211C015 5,050円/セット（税込）

カップの内側底面に、桜と桔梗のレリーフが浮かび上がるデザインです。 
側面に面取り成形＊3を施し、手に馴染む持ちやすい形状になっています。
素　材 ： 磁器 
サイズ ： 約 直径85×H80mm 
セット内容 ： カップ2個（各種1個）　　《日本製》

＊3 面取り成形 ：  生地の表面を削って多面体に成形する技法。

41 ペールピンク

41.  マグカップペアセット（パステル）

211C016 4,800円/セット（税込）

満開の淡墨桜とほんのりと霞んだ春の空をイメージしたマグカップです。 
厚みのある玉縁の口元がぬくもりを感じさせます。　 
コーヒーやスープなど多用途にご使用いただけます。
素　材 ： 磁器 
サイズ ： 約 W133×H80×D105mm 
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

※製造の特性上、色むらや小さな粒状のへこみが生じる場合があります。
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特殊な釉薬の焼成時に起こる化学変化によって生まれる結晶の花は、 

気温や窯の温度、器の置き位置などによって表情が異なり、 

その偶然性を活かす緻密なセンスと匠の技から二つとない花景色が 

浮かび上がります。また鮮やかな色彩は、作家のひたむきな 

探究心による絶妙な釉薬の調合から生まれました。

美しく咲き誇る、結晶の花。

43.  ティーカップセット（結晶の花）

62LXC10002 　10,083円/セット（税込）

素　材 ： 陶器 
サイズ ： 約 直径81×H45mm 
セット内容 ： ティーカップ5個（各色1個）　　《日本製》

白結晶
（しろけっしょう）

藍白
（あいじろ）

淡水色
（うすみずいろ）

藍色
（あいいろ）

瑠璃
（るり）

42.  ソーサーセット（結晶の花）

62LXC10003　10,083円/セット（税込）

素　材 ： 陶器 
サイズ ： 約 直径122×H23mm 
セット内容 ： ソーサー5枚（各色1枚）　　《日本製》

42 瑠璃（るり）

※42・43のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。

42・43の商品は底面にレクサスマーク＆ロゴが刻印されています。

陶芸作家

安
あんどう

藤 寛
ひろやす

泰

岐阜県多治見市生まれ。

1972年に創業した寿泉窯（じゅせんがま）の 

2代目。京都府立陶工高等技術専門校卒業後、 

多治見市陶磁器意匠研究所を修了。個展活動 

をしながら「ありそうでなかった美しい器」を 

創造し続けている。

43 淡水色（うすみずいろ）

藍色
（あいいろ）

瑠璃
（るり）

白結晶
（しろけっしょう）

藍白
（あいじろ）

淡水色
（うすみずいろ）

重厚な質感、流れる白線。

44 ブラウン

ホワイト

44.  マグカップペアセット（金彩線刻）

202C010 5,550円/セット（税込）

カップの下部は、表面に金色の釉薬を塗り、金属のように重厚な質感を
生み出しています。中央の白線は、生地の表面を削り込み描いています。
素　材 ： 磁器 
サイズ ： 約 W113×H88×D84mm 
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

陶磁器デザイナー

柴
しばた

田 雅
まさみつ

光

岐阜県土岐市生まれ。

1960年に創業した和陶苑の2代目。マグカップ 

やコーヒー碗皿など生活食器の製造を得意と 

する家業と並行して、陶芸家としても精力的に 

作品を発表。作家活動で得た様々なエッセンス 

を加味して、独自の製品開発を行っている。

陶磁器デザイナー

佐
さばし

橋 輝
てるひこ

彦

岐阜県土岐市生まれ。

1967年に創業した佐橋製陶所の３代目。マグカップ 

やコーヒーカップなどの製造を得意とし、毎年

開催される地元メーカーを対象にした「美濃焼 

新作展」でも高い評価を得ている。従来の発想に 

とらわれない柔軟で大胆な意匠に取り組んでいる。
※44・45のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。

44・45の商品は底面にレクサスマーク＆ロゴが印刷されています。

※佐橋輝彦の商品はP26でもご紹介しています。

45.  マグカップペアセット（マーブル）

202C011 4,800円/セット（税込）

版画技法であるマーブリングをヒントに、異なる釉薬をバランスよく重ね、 
匠の技で美しく重厚なマーブル模様を描きました。
素　材 ： 磁器 
サイズ ： 約 W115×H100×D89mm 
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

45 キャラメルクリーム

アッシュグレー

瞬間の偶然性、世界にひとつの美。
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ホワイト

49 ブラック

ボルドー

46 ネイビー

ライトグレー

江戸時代から続く「粋」で

世界を刺激したい。

育まれてきた伝統の技で

桐に新しい魅力を。

47

存在感がありながら

暮らしに寄り添う作品を。

48 ブラック

ホワイト

ガラス作家 
木村 直樹 きむら なおき

1984年北海道北見市生まれ。2011年KIM GLASS DESIGNを設立。
創作活動に加え、小樽がらす市実行委員長も務めている。2016年 
日本現代工芸美術展 現代工芸賞受賞。存在感がありながらも、持つ 
人のライフスタイルに溶け込み、寄り添う作品づくりを追求している。

50 ジンジャー

ヒヤシンス

LEXUS 
NEW 
TAKUMI 
PROJECT

LEXUSは地域から 

世界へ羽ばたく 

若き「匠」の出会い、 

その閃き、ものづくりを

サポートし、 

応援しています。

いま、地域から日本全体を活性化 

することが求められています。 

それを実現するための大きな力の 

ひとつ が、全国各地で伝統的 な 

技術 や 風土 など地域 の 特色 を 

活かしながら、常識にとらわれない 

新しい発想でものづくりに取り 

組んでいるたくさんの「匠」たちの 

存在です。LEXUSは、伝統技術を 

含めた日本のものづくりを支え、 

つくり手の才能を育て、サポート 

するために、2016年からLEXUS 

NEW TAKUMI PROJECTを実施

しています。その中の「匠」3名と

コラボレーションしました。
50.  ペアグラス「雫」

201C011  12,400円/セット（税込）

明け方に草木から滴る雫をイメージしたハンドメイドグラス。 
底面にレクサスマーク＆ロゴが刻印されています。
素　材 ： ソーダガラス　　サイズ ： 約 直径86×H90mm
セット内容 ： グラス2個（各色1個）　　《日本製》

49.  ペアグラス「バレエ」

182C001  11,102円/セット（税込）

ガラスの透明感と都会的なデザインが調和した、 
躍動感あふれるハンドメイドグラスです。
素　材 ： ソーダガラス　　サイズ ： 約 直径77×H95mm
セット内容 ： グラス2個（各色1個）　　《日本製》

※48～50の商品は電子レンジ、食器洗浄機は使用不可。 ※46～50のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。  
※47の商品は桐の木地仕上げの特性上、水洗いなどはお避けください。お届けする商品は、天然の素材を使用しているため、木目が異なります。

46.  ポケットチーフ（江戸小紋スカル）

ネイビー 182C005   9,880円（税込） 
ライトグレー 182C006 
ボルドー 182C007

スカルの文様は、大きな命の流れの中で、この世に、 
浄土に、生きることに、想い 
を込めてデザインしました。 
白い絹布に柿渋で固めた 
手彫り型紙を載せて糊と 
ヘラで細かな文様を描く 
など、何十もの工程すべてを 
丁寧に細やかに仕上げて 
います。
素　材 ： 絹100％　　サイズ ： W350×H350mm

《日本製》

47.  桐茶筒

182C004   5,551円（税込）

蓋は二重構造で、外蓋に 
桐箱として 最高 の 技法 
である印籠型を採用。　 
密閉度に優れ匂いがもれ 
にくく、コーヒー豆の容器
としてもご使用いただけ
ます。
素　材 ： 〔本体〕桐  〔真田紐〕綿 
サイズ ： 約 W75×H133×D75mm
容　量 ： 茶葉約160ｇ（茶葉の種類により異なります） 

《日本製》

※茶葉は商品には 
　含まれておりません。

江戸小紋染め職人 
廣瀬 雄一 ひろせ ゆういち

1978年東京都新宿区生まれ。大正７年に創業
した廣瀬染工場の四代目。2014年に第54回
東日本伝統工芸展、第61回日本伝統工芸展で
入選。2015年第49回日本伝統工芸染織展 
入選。遠目には無地、近づくと繊細な柄が浮き 
上がる江戸小紋の「粋」を、世界に発信している。

伝統工芸士 
東 福太郎 あずま ふくたろう

1981年和歌山県生まれ。京都伝統工芸専門
学校にて京の名工、内藤邦雄・内藤政一に京指
物を学んだ後、家業の桐箪笥職人となる。和歌
山県重要文化財の名手八幡神社の内装工事も
務め、紀州箪笥の伝統工芸士として認定され
た優れた技で桐の箪笥と雑貨の製作に打ち込
んでいる。

48.  ペアグラス「lane」

211C017  11,000円/セット（税込）

駆け抜けるLEXUSの走りをイメージした 
ハンドメイドグラスです。
素　材 ： ソーダガラス　　サイズ ： 約 直径70×H110mm
セット内容 ： グラス2個（各色1個）　　《日本製》
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平安時代から続く美濃焼に取り組み、

新しいものづくりに挑戦している若手陶芸家による作品です。

美濃焼ならではの自由な発想にあふれています。

MICKEY MOUSE

LEXUS collection

タオル選びの基準は“高機能”の時代へ。

医師の発想で生まれたハイドロ銀チタン®を加工した

新しい素材のタオルです。

ブルー

57

ピンク

タオルの生地に加工されたハイドロ銀チタン®は、 
花粉 や ハウスダスト等 の タンパク質・不衛生 
タンパク質を繊維上で吸着・分解します。また、汗の
ニオイの元となるタンパク質・不衛生タンパク質 
も吸着・分解されるため、使い続けてもニオイが
発生しにくく、快適に使っていただけます。

※タンパク質の種類・量によっては分解できないものもあり、 
　使用環境によって機能は変化します。 
※銀・チタンアレルギーをお持ちの方はご使用をお控えください。

54〜57の商品のハイドロ銀チタン®濃度は ＋4 で、 
花粉・ハウスダスト・汗・ニオイの中のタンパク質、 
不衛生タンパク質を分解します。

※ハイドロ銀チタン®の商品・情報はP14・P15でもご紹介しています。

56

イエロー

チェリーピンク

アイスブルー

ローズピンク
ネイビー

ベージュ

ホワイト×シルバー

55 ライトグレー×ピンク

54 ネイビー

新色 
（ライトグレー×ピンク）

54.  ガーゼミニハンカチタオル 
ハイドロ銀チタン® 

（MICKEY MOUSE）

ネイビー 211C018    1,500円（税込） 
アイスブルー 202C012 
チェリーピンク 202C013 

表がガーゼ生地、裏がタオル生地の 
ミニハンカチタオルです。
素　材 ： 綿100％
サイズ ： W250×H250mm《日本製（今治産）》

＋4

55.  ミニハンカチタオル 
ハイドロ銀チタン® 

（MICKEY MOUSE）

ライトグレー×ピンク 211C019    1,500円（税込） 
ホワイト×シルバー 201C019  

素　材 ： 綿100％
サイズ ： W250×H250mm《日本製（今治産）》

＋4

56.  スポーツタオル 
ハイドロ銀チタン® 

（MICKEY MOUSE）

ネイビー 192C016 3,361円（税込） 
ローズピンク 192C017 
ベージュ 192C018

素　材 ： 綿100％
サイズ ： W340×H1,000mm《日本製（今治産）》

＋4

57.  スポーツタオル 
ハイドロ銀チタン® 

（MICKEY MOUSE）

ブルー 191C009 3,361円（税込） 
ピンク 191C010 
イエロー 191C011

素　材 ： 綿100％
サイズ ： W340×H1,000mm《日本製（今治産）》

＋4
レッド

53 ネイビー

グローバルカップディレクター  松原 圭士郎 まつばら けいしろう

ホーローカップをモチーフにした遊び心ある形状。 
磁器でありながらあえて土色を活かすことで、 
素材の持つぬくもりある質感を表現しました。

53.  マグカップペアセット ビスク 
（MICKEY MOUSE）

191C007 5,755円/セット（税込）

素　材 ： 磁器　　サイズ ： 約 W115×H75×D93mm 
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

※地肌の白や朱色の点・色むらは、土の成分や焼成時に生じる 
　自然な色彩の変化によるものです。

※51～53のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが異なります。

51～53 の商品は底面にレクサスマーク&ロゴが印刷されています。

52 ブルー

ピンク

陶磁器デザイナー  佐橋 輝彦 さばし てるひこ

版画技法であるマーブリングをヒントに、匠の技で 
美しいマーブル模様を描いたカップです。スープカップ、 
カフェオレボウルなど多用途にご使用いただけます。

52.  マルチカップペアセット マーブル 
（MICKEY MOUSE）

192C012 6,200円/セット（税込）

素　材 ： 磁器　　サイズ ： 約 W145×H66×D116mm
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

※佐橋輝彦の商品はP23でもご紹介しています。

51 ネイビー

レッド

陶磁器デザイナー  川本 桂志 かわもと けいじ

薄い生地の成形技術であるふせ焼き＊で焼き上げた 
フリーカップです。手作業で撥水加工の線引きを施し、
白い生地を残すことで模様を描いています。

51.  フリーカップペアセット フィールライン 
（MICKEY MOUSE）

201C014 6,560円/セット（税込）

素　材 ： 磁器　　サイズ ： 約 直径80×H115mm
セット内容 ： カップ2個（各色1個）　　《日本製》

※川本桂志の商品はP20でもご紹介しています。

※電子レンジ、食器洗浄機は使用不可。
※製造の特性上、器の表面や内側の釉薬に一つひとつ異なるムラと 
　手づくりによる個体差が生じます。

＊ふせ焼き ：  生地の薄い器を焼く際に、形状が歪む 
ことを防ぐため、山状の台の上に、飲み
口を下に向けてのせ焼き上げる技法。

2726 LEXUS collection



60.   サコッシュ（MICKEY MOUSE）

 ブラック 202C018   7,950円（税込） 
レッド 202C019 

ナイロン素材で軽量に仕上げたサコッシュ 
です。ワンポイントにミッキーマウスが 
刺繍されています。 
ポケットは外側に2個、内側に3個あり、
ファスナーポケットにはミッキーマウス 
のファスナートップが付いています。
素　材 ： ナイロン、牛革、ポリエステル 
 マグネット、亜鉛合金
サイズ ： W250（～265）×H215×D35mm 
重　量 ： 約270g　　《日本製》

59.   ポーチ（MICKEY MOUSE）

 ブラック 202C016   5,700円（税込） 
 レッド 202C017

ワンポイントのミッキーマウスの
刺繍がキュートなポーチです。 
ポケットは内側に2個あります。 
外側のファスナーにはミッキー
マウスのファスナートップが 
付いています。
素　材 ： ナイロン、牛革 
 ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ： W160×H125×D75mm 

《日本製》

58.   トートバッグ（MICKEY MOUSE）

 ブラック 202C014   20,100円（税込） 
 レッド 202C015 

ナイロン素材で軽量に仕上げたトートバッグです。 
持ち手はイタリアンレザーで、長さの調節ができます。 
ポケットは外側に1個、内側に3個あり、ファスナーポケット 
にはミッキーマウスのファスナートップが付いています。 
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。
素　材 ： ナイロン、牛革、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ： W290（～400）×H280×D140mm 
重　量 ： 約520g　　《日本製》

素材にもデザインにもこだわり

日本の熟練した職人が一つひとつ丁寧に

つくりあげています。

MICKEY MOUSE

LEXUS collection

レッド

ファスナートップ 58～60のブラックの 
内装はレッドのヒョウ柄

58～60のレッドの 
内装はグレージュのヒョウ柄

レザー 
 ピスマーク※

58 ブラック

60 ブラック

59 ブラック
ブラウン

64 ブラック

63.  ミニトートバッグ（MICKEY MOUSE）

 ネイビー 201C023   17,900円（税込） 
ブラウン 201C025

京都の職人が低速織機で丁寧に織り
上げたメッシュ調の生地を使用して 
い ます。 持 ち 手 な どの 本革部分 は、 
防水・防汚性に優れたスコッチガードTM 

皮革保護剤＊で加工しています。　　 
内側にポケットが3個あり、ファスナー
ポケットにはミッキーマウスのファス
ナートップが付いています。
素　材 ：   ナイロン、牛革、綿、亜鉛合金
サイズ ： W275（～360）×H245×D140mm 
重　量 ： 約410g　　《日本製》

＊ スコッチガードTM皮革保護剤
 皮革用に開発された油性・水性の汚れを防ぐ皮革保護剤です。 
 スコッチガードはスリーエム社の商標です。

ファスナートップ

ネイビーの内装はネイビーストライプ

ブラウンの内装はブラウンストライプ

62

62. ポーチ デニム調（MICKEY MOUSE）

201C026   4,830円（税込）

ポーチのファスナーにはミッキーマウス 
のファスナートップが付いています。 
内側はナイトブルー色の迷彩柄で、 
ミッキーマウスが型押しされたレザー 
タグが付いています。
素　材 ： ポリエステル、亜鉛合金、牛革（レザータグ）
サイズ ： W160（～195）×H120×D75mm　　《日本製》

内側レザータグ

63 ネイビー

※58～60の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。

ネイビー
61 ブルー

ボルドー

61. チビタイ（MICKEY MOUSE）

ブルー 201C020   3,800円（税込） 
ボルドー 201C021 
 ネイビー 201C022 

ポインテッド型蝶ネクタイの形をしたチビタイです。 
歴史ある織物産地である京都の精緻な紋織物の技術で、 
ミッキーマウスをモチーフにしたデザインを繊細に表現して 
います。縫製は職人がすべて手縫いで、一つひとつ丁寧に 
仕上げています。 
レクサスマーク＆ロゴのプレート付き。
素　材 ： シルク、真鍮 
サイズ ： W38×H25×D22mm　　《日本製》

※ポーチ・サコッシュは、ブラックにはレッド、レッドにはブラックのレザーピスマークが 
　付いています。

レッドレッド

64.  ミニレザートートバッグ（MICKEY MOUSE）

ブラック 191C002 21,593円（税込） 

防水・防汚性に優れたスコッチガードTM皮革保護剤＊で加工 
したレザーにパンチング加工をしています。ゴルフのラウンド 
バッグとしてもお使いいただけます。 
内側はシルバー色でポケットが3個あり、 
ファスナーポケットにはミッキーマウス 
のファスナートップが付いています。 
内側にレクサスマーク&ロゴのレザー 
タグ付き。
素　材 ：  牛革、ナイロン、亜鉛合金
サイズ ： W235（～300）×H185×D110mm
重　量 ： 約330g　　《日本製》

ファスナートップ
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レクサスオリジナルiPhoneケース。 大切なiPhoneをやさしくカバーする本革の手帳型ケースです。 

内側にカードポケットが3個とメモや領収書などが入る

収納スペースが1個あります。

※65〜68の商品は、収納ケースですので落下時のクッション性や耐圧等の機能はございません。 
※66〜68の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。 
※iPhoneは商品には含まれておりません。 
※iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

67 ライトブルー （iPhone 11用）

68 ブラック 
  （iPhone XR用）

65  （iPhone 12・12Pro用）

66 トープ 
  （iPhone 12・12Pro用）

68.  iPhoneケース/iPhone XR

iPhone XR用  ブラック  192C022 トープ  192C023   17,800円（税込）

上質でやわらかな手ざわりのカーフレザーを使用しています。
素　材 ：  牛革、ポリウレタン、ポリカーボネート、ナイロン
サイズ ：  W81×H157×D15mm　　《中国製》

68  ブラック（iPhone XR用） トープ（iPhone XR用） 

67.  iPhoneケース/iPhone 11・11Pro

iiPhone 11用 

ブラック  201C035 ネイビー  201C036 ライトブルー  201C037   17,800円（税込） 
iPhone 11Pro用 
ブラック  201C038

上質でやわらかな手ざわりのカーフレザーを使用しています。
素　材 ：  牛革、ポリウレタン、ポリカーボネート、ナイロン
サイズ ：  〔iPhone 11用〕W81×H156×D15mm 

 〔iPhone 11Pro用〕W77×H148×D15mm　　《中国製》

67  ブラック（iPhone 11用） ネイビー（iPhone 11用） ライトブルー（iPhone 11用）

65.  iPhoneケース（ハイブリッドレザー）/iPhone 12・12Pro 

211C020   10,000円（税込）

自動車のステアリングにも使われるイタリア製 
ハイブリッドレザー＊の、スポーティなiPhone 
ケースです。
素　材 ：  牛革（カーボンパターン仕上げ） 
 スエード調人工皮革、ポリカーボネート、亜鉛合金
サイズ ： W83×H155×D15mm　　《日本製》

65 （iPhone 12・12Pro用）  

＊ ハイブリッドレザー
  牛革に極薄のカーボンパターンフィルムを

ラミネート加工した、耐摩擦性・耐光性・ 
耐熱性・耐水性に優れた革です。

66  ブラック 
（iPhone 12・12Pro用）

ブルー 
（iPhone 12・12Pro用）

トープ 
（iPhone 12・12Pro用）

66.  iPhoneケース（メッシュ調SHIBO）/iPhone 12・12Pro

ブラック  211C021 ブルー  211C022 トープ  211C023   10,000円（税込）

抗菌加工を施した本革に、細かなメッシュ調の 
型押しとパール加工を行い、上品に仕上げて 
います。
素　材 ：  牛革、スエード調人工皮革、ポリカーボネート 
 亜鉛合金
サイズ ： W83×H155×D15mm　　《日本製》

抗菌

◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。

※モデル使用商品／ トートバッグ（パナマ調ファブリック）は 
P32をご覧ください。

スタイリスト：  四方 章敬 （しかた あきひろ） 
P14・P30・P38・P44  

＜衣装協力＞ コート  
 トヨダトレーディング プレスルーム
 Tel：03-5350-5567

 ニット、パンツ 
 ビームス 六本木ヒルズ
 Tel：03-5775-1623

（シューズはスタイリスト私物） 3130 LEXUS collection



69〜71の内装色はグレージュ

上品に輝く、豊かな表情。

由 利（58〜60・62〜66・69〜80・93〜106・116・117・121・124・125・127・129・132・137・157・179・180・186の商品） 

1971年創業、日本最大の鞄産地である兵庫県豊岡市に本社を構える鞄メーカー。 

早くから最新機器を活かした高品質な製品に業界内外から定評がある。創業以来、 

妥協のないものづくりを信念とし、今日においては日本の鞄産業を支えるメーカーの

ひとつとなっている。2012年よりベトナム・ダナン市に自社工場を設立し、日本のも

のづくりスピリットを活かした海外生産を行っている。

71 

69 

70 

69.   トートバッグ（パナマ調ファブリック）

211C024   30,000円（税込）

ポケットは外側に1個、内側に4個 
あります。 
ショルダーベルトが付いています。
素　材 ：  〔本体〕 ナイロン、綿、牛革 

ポリエステル、マグネット 
亜鉛合金

 〔マスクケース〕ポリエステル
サイズ ：  〔本体〕W410（〜440）×H320×D150mm 

〔マスクケース〕W200×H110mm
重　量 ： 約1,020g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

71.  ミニトートバッグ 
（パナマ調ファブリック）  

211C026   18,000円（税込）

付属のショルダーベルトでショルダー
バッグとしてもお使いいただけます。 
ポケットは外側に1個、内側に3個あります。
素　材 ： 〔本体〕 ナイロン、綿、牛革、ポリエステル 

マグネット、亜鉛合金
 〔マスクケース〕 ポリエステル
サイズ ： 〔本体〕 W275（〜330）×H260×D110mm
 〔マスクケース〕W200×H110mm 
重　量 ： 約550g（ショルダーベルト除く） 

《ベトナム製》

70.  ボディバッグ 
（パナマ調ファブリック） 

211C025   18,000円（税込）

ポケットは外側に2個、内側に2個 
あります。
素　材 ： 〔本体〕 ナイロン、綿、牛革 

ポリエステル、亜鉛合金
 〔マスクケース〕ポリエステル
サイズ ： 〔本体〕 W175×H375×D90mm
 〔マスクケース〕W200×H110mm 
重　量 ： 約500g　　《ベトナム製》

ビジネスにも、カジュアルにも。

リモンタ社＊2 の上質で軽量なナイロンファブリックを使用し、 

持ち手やボトム部分にはサフィアーノレザー＊3 を組み合わせています。

ブラック
ブラック

72 カーキ
73 カーキ

73.  トートバッグ（イタリアンファブリック）

カーキ 202C026   27,000円（税込） 
ブラック 202C027

ポケットは外側に3個、内側にノートパソコン（13インチ程度）が入る 
PCポケット※など5個あります。
素　材 ： ナイロン、牛革、マグネット、亜鉛合金
サイズ ：  〔本体〕W360（〜440）×H340×D120mm 

〔PCポケット〕 W350×H235×D50mm
重　量 ： 約850g　　《ベトナム製》

＊2  リモンタ社（LIMONTA） 
  1893年にイタリア・ロンバルディア州レッコ県コスタ・ 
  マズナーガで創業。ヨーロッパのスーパーブランドも多く取り 
  扱っている、ファブリックメーカーです。

＊3  サフィアーノレザー 
  縦横斜めに細かな筋模様の型押しを施した、上品な光沢感がある 
  本革です。耐久性に優れ、型くずれしにくいため美しいフォルムを 
  保つことができます。

※PCポケットに収納できるパソコンのサイズは、メーカーや機種によって異なります。

72.  バックパック（イタリアンファブリック）

カーキ 202C024   25,000円（税込） 
ブラック 202C025

ショルダーストラップはクッション性が高く、肩の負担を軽減できます。 
ポケットは外側に2個、内側にノートパソコン（13インチ程度）が入る 
PCポケット※など4個あります。
素　材 ： ナイロン、牛革、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W305（〜340）×H430×D170mm 
 〔PCポケット〕W250×H320×D50mm 
重　量 ： 約880g　　《ベトナム製》

72・73のブラックの内装色はターコイズ72・73のカーキの内装色はブラウン

上質と軽快のハーモニー。

74.  ボディバッグ（ファブリック）

201C047   16,000円（税込）

背面にはメッシュ素材を使用しています。 
ポケットは外側に2個、内側に2個あります。
素　材 ： 綿、牛革、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ： W175×H375×D90mm 
重　量 ： 約490g　　《ベトナム製》

リモンタ社＊2 の上質で軽量な 

コットンファブリックを使用しています。

74※69〜74の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。

京都で丁寧に織り上げた、上品で光沢のあるファブリックを使用したバッグです。 

シックな中に味わい深い美しさを生み出しています。 

持ち手などの革には抗菌加工を施し、 

内装生地・マスクケースには制菌素材マックスペック®＊1 を使用しています。 

各バッグに、マスクケースが2個付いています。

＊1 マックスペック®

 一般社団法人繊維評価技術協議会による厳しい安全性基準をすべてクリアした 
 制菌素材です。マックスペック®は東レ株式会社の登録商標です。

69〜74の商品は内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグが付いています。

表情の異なる2種類の糸で織った生地

マスクケース

制菌 抗菌 制菌 抗菌 制菌 抗菌

◉制菌加工：繊維上の細菌の増殖を抑制する加工です。 
◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。

32 33LEXUS collection



76.   ニューダレスバッグ F0（カーボン調）

ホワイト 182C019   35,139円（税込） 
シルバーグレー 191C036 
ブラック 182C018

手提げのほか、付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても
お使いいただけます。B5サイズまで収納でき、モバイル機器を宙吊り 
にして衝撃から守るストレージポケットが付いています。　　　　　
錠前部分にレクサスマーク＆ロゴの刻印、　　　　　　　　　　　　
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。
素　材 ：   〔本体〕人工皮革（コードレ®＊1）、牛革
 〔持ち手〕花梨木 
 〔内装生地・ショルダーベルト〕ポリエステル 
サイズ ：   W330×H240×D90mm
重　量 ： 約880ｇ（ショルダーベルト除く）　　《日本製》

75.   ニューダレスバッグ F4（カーボン調）

ホワイト 172C031   45,324円（税込） 
シルバーグレー 191C035 
ブラック 172C032

手提げのほか、付属のショルダーベルトでショルダーバッグやリュック 
としてもお使いいただけます。A4サイズの書類やファイルが収納でき、
モバイル機器を宙吊りにして衝撃から守るストレージポケットが付いて
います。錠前部分にレクサスマーク＆ロゴの刻印、　　 　　　　　　　
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。
素　材 ：  〔本体〕人工皮革（コードレ®＊1）、牛革 

〔持ち手〕花梨木 
〔内装生地・ショルダーベルト〕ポリエステル

サイズ ： W330×H380×D90mm 
重　量 ： 約1,170g（ショルダーベルト除く）　　《日本製》

内装生地グレー（全色共通）内装生地グレー（全色共通）

伝
統
の
ダ
レ
ス
を
、 

現
代
の
デ
ザ
イ
ン
へ
昇
華
。

ニューダレスバッグは、鞄の生産地として長い歴史を持つ

兵庫県豊岡市の技術力と革新の3Dデザインが融合して生

まれました。美しく流線型を描くシルエットに、スマートな

印象を大きくしのぐ収納力。本体素材に軽量かつ耐久性

に優れたコードレ®＊1を使用しています。握りやすい太さ

の木製ハンドルは、手にしっくりと馴染みます。また開口部

には、セキュリティに配慮しキーロックを備えています。

76 ブラック75 ホワイト シルバーグレー

※75・76のお届けする商品の持ち手は、天然の木材を使用しているため、色目・柄・風合い・形状が異なります。

＊1  コードレ®  ： 天然皮革によく似た構造を持つ人工皮革です。軽く丈夫で、ランドセルや自動車のハンドルカバーなどに幅広く使用されています。

79.  バックパック（クロコ調）

ネイビー 191C032   38,704円（税込） 
ブラック  191C033

背面は抗菌防臭機能を備えたメッシュ素材。背中が蒸れないように 
通気性を考慮した設計で、キャリーバー通しが付いています。　　　　
ポケットは外側に1個、内側に4個あります。ペン差しが内側に1個あり
ます。ネイビーの内装色はブルー、ブラックの内装色はボルドーです。
素　材 ： 牛革、綿、亜鉛合金
サイズ ： W315（〜230）×H410×D140mm 
重　量 ： 約1,090g　　《ベトナム製》

77.  トートバッグ（クロコ調・ライト）

バーガンディー 192C031   40,000円（税込） 
ブラック 192C032

クロコ調の本革に中空糸ナイロン＊2を組み合わせ、軽量に仕上げ
ています。ポケットは外側に1個、内側に5個あります。
素　材 ： 牛革、ナイロン、亜鉛合金
サイズ ： W370（〜470）×H305×D140mm 
重　量 ： 約880g　　《ベトナム製》

77のブラックの 
内装色はグリーン

77・78のバーガンディーの 
内装色はボルドー

78.   3WAYバッグ（クロコ調・ライト）

バーガンディー 192C033   18,000円（税込）

トートバッグ（クロコ調・ライト）と同素材を使用した3WAYバッグです。 
ショルダー・ボディ・クラッチの3種類のバッグとしてお使いただけます。 
ポケットは外側に1個、内側に3個あります。 
素　材 ：  牛革、ナイロン、亜鉛合金　　サイズ ： W280×H170×D50mm 
重　量 ： 約370g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

＊2  中空糸ナイロン 
  中空状（ストロー状）の繊維を紡ぎ、通常のナイロンより軽量化を 
  実現したナイロン素材です。

 ブラック

79 ネイビー

80 ネイビー

グレー

環境にやさしい植物性タンニンなめしの本革を、 

職人がクロコ調の起伏一つひとつの陰影に 

こだわりながら手仕上げで染めています。

80.  3WAYバッグ（クロコ調）

ネイビー 191C034   18,333円（税込） 
グレー  182C014

ショルダー・ボディ・クラッチの3種類のバッグと 
してお使いいただけます。 
ポケットは外側に1個、内側に3個あります。
素　材 ：  牛革、綿、亜鉛合金 
サイズ ： W280×H170×D50mm 
重　量 ： 約380g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

ボディバッグ使用時ネイビーの内装色はブルー グレーの内装色はグレー

※77〜80の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。 
※77〜80の商品のクロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。

78 バーガンディー

ブラック

77 バーガンディー

深みのある豊かな表情。

77〜80の商品は内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグが 
付いています。
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87.   メンズベルト（メッシュ）

Mサイズ  202C032 Lサイズ  202C033   15,100円（税込）

リサイクルレザー＊1を使用した、伸縮性のあるゴムメッシュ 
ベルトです。
素　材 ：  リサイクルレザー＊1、ゴム、真鍮
サイズ ：  〔M〕L1,000×W30mm ウエスト約80〜90cm 

〔 L〕L1,100×W30mm ウエスト約90〜100cm
《日本製》

マットブラック

90 ボルドー

90. ラペルピン（ブートニエール＊2）

ボルドー 202C030   5,450円（税込） 
マットブラック 202C031

一枚のリボンから花の形に仕上げたラペルピンです。 
裁断から縫製仕上げまで、職人が一つひとつ丁寧に 
仕上げています。レクサスマーク＆ロゴのプレート付き。
素　材 ： ポリエステル、レーヨン、真鍮　　サイズ ： 約 直径25mm 

《日本製》

＊2  ブートニエール 
   中世ヨーロッパでは女性が男性からのプロポーズの 

際に花を渡され、受け入れる時は男性の胸ポケットに 
花を挿していました。それをモチーフにしたラペル 
ピンがブートニエールだといわれています。

※お届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、異なる場合がございます。

88 ネイビー

ブラウン

89. ネクタイ（ニット）

ネイビー  201C043 ブラウン  201C044   12,200円（税込）

シルク100％のニットタイです。剣先のある形状で、 
カジュアルにもビジネスにも使用できます。 
裏面にレクサスマーク＆ロゴの織ネームタグ付き。
素　材 ： シルク100%　　サイズ ： W80×L1,420mm　　《日本製》

88. ネクタイ（ジャガード）

ネイビー  202C028 ブラウン  202C029   10,400円（税込）

ドットとレクサスマークをデザインしたジャガード織り 
ネクタイです。裏地のデザインはスピンドルパターンです。 
裏面にレクサスマーク＆ロゴの織ネームタグ付き。
素　材 ： シルク100%　　サイズ ： W80×L1,420mm　　《日本製》

89 ネイビー

ブラウン

82.   カフスボタン 
（スピンドルグリルモチーフ）

192C041　9,900円（税込）

スピンドルグリルをモチーフにデザインしています。 
4段階の高低差をつけて立体的に表現しています。
素　材 ： 真鍮　　サイズ ： W17×H17×D20mm

《日本製》

81

細部にまで輝く、こだわりの職人技。

※81〜84の商品は裏面にレクサスマーク＆ロゴが刻印されています。

81.   カフスボタン（ブレーキディスク）

182C020　14,259円（税込）

ブレーキディスクをモチーフにデザイン 
しています。4種類のパーツを組み
合わせた、こだわりの構造です。
素　材 ： 真鍮　　サイズ ： W16.8×H16.8×D22mm 

《日本製》

82

84

84.   タイバー（スピンドルグリルモチーフ）

192C042　6,700円（税込）

スピンドルグリルをモチーフにデザインしています。 
4段階の高低差をつけて立体的に表現しています。
素　材 ： 真鍮　　サイズ ： W60×H6×D16mm

《日本製》

83.   カフスボタン

202C035　11,100円（税込）

アローヘッドをモチーフにしたデザインを、 
真鍮の本体に3段階の高低差をつけて立体的に 
表現し、赤色の樹脂で覆っています。
素　材 ： 真鍮、樹脂　　サイズ ： W17×H17×D21mm 

《日本製》

83

91 グリーン

92

91.   ポケットチーフ（ラウンド）

グリーン 63LXC10049   5,805円（税込）

縁は職人が手巻き縫いで仕上げています。 
レクサスマーク＆ロゴが印刷されています。
素　材 ： シルク100％　　サイズ ： 直径320mm　　《日本製》

92.   ポケットチーフ（スピンドルグリルモチーフ）

201C045   6,000円（税込）

スピンドルグリルをモチーフにデザインしたジャガード 
織りのポケットチーフです。細い糸を高密度で織り、 
きめ細かくモチーフを表現しています。
素　材 ： シルク100％　　サイズ ： W320×H320mm　　《日本製》

85.   メンズベルト（リバーシブル・クロコ調）

211C027   15,400円（税込）

バックルを回転させて、ブラック（クロコ調）とダークブラウン 
（スムース）の2色を使い分けることができます。国内でなめした 
上質な牛革を使用しています。
素　材 ：  牛革、真鍮
サイズ ： L1,150×W35mm 
 ウエストサイズ100cmまで対応（カット調整可能）　　《日本製》

＊1  リサイクルレザー 
牛革の端材を混合してつくられたレザーです。

86.   メンズベルト（リバーシブル）

202C034   14,800円（税込）

バックルを回転させて、ブラックとダークブラウンの2色を使い 
分けることができます。国内でなめした上質な牛革を使用しています。
素　材 ：  牛革、真鍮
サイズ ：  L1,150×W35mm 

ウエストサイズ100cmまで対応（カット調整可能）　　《日本製》

※85〜87の商品は、革の性質上、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合が 
　ございます。

87

86

後面内側

93 ロイヤルブルー

環境にやさしい植物性タンニンなめしの 
クロコ調イタリアンレザーを 
使用しています。

93.   キー&コインケース 
（イタリアンレザー・クロコ調）

ロイヤルブルー 192C036   18,200円（税込）

内側に4連のキーリングとポケット2個があり、 
外側にポケットが2個あります。 
内側にレクサスマーク＆ロゴが型押しされています。
素　材 ：  牛革、レーヨン、亜鉛合金
サイズ ： W110×H75×D30mm　　《日本製》

※85・93の商品のクロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。 
※ 93の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

85
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99.   2WAYバッグ（レディース） 
イタリアンファブリック

202C037   15,000円（税込）

トートバッグと同素材の2WAYバッグです。手提げと 
ショルダーの2種類のバッグとしてお使いいただけます。 
ポケットは外側に2個、内側に3個あります。　　　　　      
素　材 ： ナイロン、牛革、亜鉛合金
サイズ ： W280（〜320）×H205×D120mm 
重　量 ： 約450g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

98.   トートバッグ（レディース） 
イタリアンファブリック

202C036   15,000円（税込）

スーパーブランドも採用している軽量なイタリアン 
ファブリックを使用したトートバッグです。上品に輝く 
シルバーの糸を織り込んだ生地に、撥水加工を施して 
います。持ち手などにはイタリアンレザーを使用してい
ます。ポケットは外側に1個、内側に3個あります。   
素　材 ： ナイロン、牛革、マグネット、亜鉛合金
サイズ ： W295（〜360）×H275×D130mm 
重　量 ： 約570g　　《ベトナム製》

シルバーの糸を織り込んだ生地 98・99の内装色はピンク

98

個性豊かに上品に。サスティナブルな生地に
抗菌作用をプラス。

97. トートバッグS（クリアチェック）

ホワイト 201C031   15,000円（税込） 
ブラック 201C032

ちょっとしたお出かけにもうれしいサイズです。 
取り外しができるインナーバッグが付いています。 
ポケットはインナーバッグの内側に2個あります。
素　材 ： ポリ塩化ビニル、牛革、ナイロン、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W270（〜340）×H220×D120mm 
 〔インナーバッグ〕W260（〜290）×H170×D100mm 
重　量 ： 約430g　　《ベトナム製》

96. トートバッグL（クリアチェック）

ホワイト 201C029   19,500円（税込） 
ブラック 201C030

クリアチェックの素材に、イタリアンレザーを部分使い 
しています。取り外しができるインナーバッグが付い 
ています。 
ポケットはインナーバッグの内側に2個あります。
素　材 ： ポリ塩化ビニル、牛革、ナイロン、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W300（〜375）×H290×D160mm 
 〔インナーバッグ〕W300（〜330）×H240×D150mm 
重　量 ： 約720g　　《ベトナム製》

ホワイトのインナーバッグはホワイト ブラックのインナーバッグはブルー

97 ホワイト

ブラック

96 ホワイト

ブラック

99

※94〜99の商品は水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。

ブラック

ブラック

ピンク

ピンク

94 ネイビー

紙から生まれたエコ素材かみのいとOJO+®＊1を綿糸と織り上げ、 

制菌・抗ウイルス作用のあるTioTio®PREMIUM＊2加工を施した 

生地でつくったバッグとポーチです。持ち手や引手などの革には 

抗菌加工を施し、内装生地には制菌素材マックスペック®＊3を 

使用しています。

95.  ポーチ（レディース）

ネイビー  211C031 ピンク  211C032 ブラック   211C033   5,000円（税込）

ポケットは外側に1個、内側に2個あります。
素　材 ： 綿、和紙、ポリエステル、牛革、亜鉛合金 
サイズ ： W170×H110×D90mm　　《ベトナム製》

＊1  OJO+® 
  軽く、しなやかなハリ・コシ感を持った和紙の糸です。生分解性が高い 
  サスティナブルなエコ素材です。OJO+®は王子ファイバー株式会社の 
  登録商標です。

＊2  TioTio®PREMIUM 
　　空気中の酸素を利用した酸化還元の力で、繊維上の各種細菌の増殖を抑制 
　　する制菌作用ととともに繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイ 
　　ルス作用があります。TioTio®は株式会社サンワード商会の登録商標です。

＊3  マックスペック® 
　　一般社団法人繊維評価技術協議会による厳しい安全性基準をすべてクリア 
　　した制菌素材です。マックスペック®は東レ株式会社の登録商標です。

95 ネイビー

94・98・99の商品は内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグが付いています。

94.  2WAYトートバッグ（レディース）

ネイビー 211C028   20,000円（税込） 
ピンク 211C029 
ブラック 211C030

やさしく上品 なトートバッグです。ラメ 入りの 
ショルダーベルトを取り付けるとスポーティな 
印象になります。マックスペック®＊3を使用した
マスクケースが2個付いています。　　　　　　　
ポケットは外側に1個、内側に3個あります。
素　材 ： 〔本体〕綿、和紙、ポリエステル、牛革、マグネット、亜鉛合金  〔マスクケース〕ポリエステル 
サイズ ： 〔本体〕W300×H230×D130mm  〔マスクケース〕W200×H110mm 
重　量 ： 約450g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

94・95の内装色はグレージュ

マスクケース

制菌 抗菌 抗ウイルス

制菌 抗菌 抗ウイルス

◉制菌加工：繊維上の細菌の増殖を抑制する加工です。 
◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。 

◉抗ウイルス加工：繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工です。 
※すべてのウイルスに効果があることを保証するものではありません。 
※抗ウイルス加工は病気の予防や治療を目的としたものではありません。

＜衣装協力＞ スローン Tel：03-6421-2603
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印象的なバイカラーレザーを
1枚仕立てのトートに。

100 トープ

ブラック

100.  トートバッグ（バイカラー）

トープ 202C020   31,000円（税込） 
ブラック 202C021

レクサスオリジナルのバイカラーレザーを使った、 
1枚仕立てのトートバッグです。 
素　材 ： 牛革、ポリウレタン、ナイロン、亜鉛合金
サイズ ： W360（〜370）×H305×D150mm 
重　量 ： 約820g　　《ベトナム製》

トープの内装色はオレンジ ブラックの内装色はバーガンディー

オープンポケットが2個とファスナーポケットが1個あり、 
取り外し可能な底板が付いています。

やわらかな手ざわりの 
本革製バッグ。

101. トートバッグ（レディース）

ブラック 201C028   20,000円（税込）

側面にナイロンを使用し、軽量に仕上げた本革トートバッグ 
です。持ち手やタッセル・引手にクロコ調の型押し加工を
した本革を使用しています。ポケットは外側に1個、内側に
3個あります。バッグはA4ファイルが収納できる 
サイズです。
素　材 ： 牛革、ナイロン、マグネット、亜鉛合金
サイズ ： W350（〜340）×H250×D130mm 
重　量 ： 約710g　　《ベトナム製》

101・102 のブラックの 
内装色はブルー

102. ショルダーバッグ（レディース）

ブラック 192C025   20,000円（税込）

ショルダーベルトにクロコ調の型押し加工をした本革を 
部分的に使用しており、長さの調節ができます。 
ポケットは内側に3個あります。 
素　材 ： 牛革、ナイロン、マグネット、亜鉛合金
サイズ ： W265（〜300）×H290×D130mm 
重　量 ： 約590g　　《ベトナム製》

101 ブラック

102 ブラック

104.   エコバッグ（ライト）

ブラック 202C038   3,250円（税込）  
レッド 202C039   

軽量で丈夫なCORDURA®リップストップ＊ 
素材を使用しています。内側にあるポケットの 
中へコンパクトに収納できます。 
外側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。
素　材 ： ナイロン、牛革
サイズ ：  〔使用時〕W390×H400mm 

〔収納時〕W150×H125mm　　《ベトナム製》

106.  トートバッグ（レディース）

レッド 182C029   15,277円（税込）

普段使いに便利な軽量トートです。 
持ち手などにイタリアンレザーを使用しています。 
ポケットは外側に1個、内側に3個あります。 
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。
素　材 ： ナイロン、牛革、亜鉛合金
サイズ ： W330（〜390）×H250×D90mm 
重　量 ： 約350g　　《日本製》

※100〜106の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
※100〜102のお届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。 

※たたみやすい素材のため自立はいたしません。

105.    エコバッグ

ブラック 201C033   5,500円（税込）  

アートのような花柄が印象的なエコバッグです。 
内側にある本革製ポケットの中へコンパクトに収納 
できます。
素　材 ： ポリエステル、牛革、亜鉛合金 
サイズ ：  〔使用時〕W420×H380mm 

〔収納時〕W170×H145mm　　《ベトナム製》

106 レッド

内側の本革製ポケット

エコバッグもセンスよく。

ブラックの収納時

レッドの収納時

ブラックの収納時

104 ブラック

103 ピンク

レッド

ネイビー

＊ CORDURA®リップストップ
 ナイロンCORDURA®繊維を格子状に織り上げた生地です。  
 CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブ 
 リックに対する登録商標です。

105 ブラック

103.   エコバッグ（ポーチ付き）

ピンク 211C034   5,000円（税込）  
ネイビー 211C035   

ウォッシャブルで速乾性に優れた素材を使用して 
います。入れたものが傾きにくい、広めの底マチ 
です。内側にレクサスマーク＆ロゴが刺繍されて 
います。収納用のポーチが付いています。
素　材 ：  〔本体〕ポリエステル 

〔ポーチ〕ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ：  〔使用時〕W250×H320×D150mm 

〔収納時〕W210×H140×D35mm 　《ベトナム製》

開口部にはホック式の 
かぶせ蓋があります

内側に2段ポケットが付いています

ネイビーの収納ポーチ

ピンクの収納ポーチ

100〜102の商品は内側にレクサスマーク＆ロゴの
レザータグが付いています。

※101・102の商品のクロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。
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110.   「GINTA」 ピンブローチ フラワー

ココア〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10007				3,855円（税込）	
グレー〔シャイニー（光沢あり）〕	 61LXC10009

素　材	：	ポリウレタン、ヴィスコース
サイズ	：			W20×H18×D10mm　　《ラトビア製》

108.   「GINTA」 ブレスレット フラワー

クリーム〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10001	 			19,800円（税込）	
グレープ〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10002

素　材	：			ポリウレタン、ヴィスコース
サイズ	：			W15×L380mm　　《ラトビア製》

一つひとつ丁寧に重ね合わせた、それぞれ
表情の違う花のモチーフを随所に配した
ブレスレットです。

クリーム グレープ

109.   「GINTA」 ブレスレット リーフ

クリーム〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10003				11,000円（税込）	
ボルドー〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10004	
タン〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10005	
ブラック〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10006

素　材	：			ポリウレタン、ヴィスコース
サイズ	：			〔クリーム・ボルドー〕W15×L380mm	

〔タン・ブラック〕W15×L400mm　　《ラトビア製》

ボルドー

クリーム

レディース（38cm）

ブラック

タン

メンズ（40cm）

裏表

110	ココア

グレー

[ホース]	ライトブラック

107.   「GINTA」 マルチケース

フラワー	 スノーホワイト〔シャイニー（光沢あり）〕	 61LXC10019　20,900円（税込）	
	 オレンジ〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10020	

ホース	 ライトブラック〔シャイニー（光沢あり）〕	 61LXC10021　13,200円（税込）	
	 シーブルー〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10022	

フクロウ	 ライトブルー〔マット（光沢なし）〕	 61LXC10023　13,200円（税込）	
	 クリーム〔シャイニー（光沢あり）〕	 61LXC10024

花のモチーフを重ね合わせた「フラワー」とレーザー彫刻の「ホース」「フクロウ」の	
マルチケースです。小物入れやメガネケースをはじめ、スマートフォン・携帯電話の
ケースとしてなど、幅広く活用できます。iPhoneは	5・5s・5c・SE（第1世代）の	
収納に対応。裏面にレクサスマーク＆ロゴがレーザー彫刻されています。
素　材	：	ポリウレタン、ヴィスコース　　サイズ	：			W70×H130×D10mm　　《ラトビア製》
※収納ケースですので落下時のクッション性や耐圧等の機能はございません。	
※iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple	Inc.の商標です。	
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

オレンジ

[フクロウ]	ライトブルー

クリーム

金具を表裏付け替えることで、レーザー彫刻
されたリーフ柄をリバーシブルで楽しめる
ブレスレットです。サイズはレディースとメンズ
の2種類があります。

108	クリーム

109	ボルドー

タン

シーブルー

※パッケージイメージ

107	[フラワー]	スノーホワイト

先進の技術と熟練の技巧が織り成す、
「GINTA」の美しい世界観。

レーザーマシンを巧みに操りカットと彫刻

を行い、手作業で一つひとつ丁寧に仕上げ

ています。先進の技術と熟練の技巧を融合

して生み出される珠玉のアイテムは、まるで

アート作品のような美しさです。

※107〜110のお届けする商品は、一つひとつ手づくりのため	
　異なる場合がございます。

ラトビア共和国生まれ。　　　			　　　　　

ロンドン・ファッション・カレッジで学び、モデル

も経験。有名ファッションブランドのアクセ	

サリー製作にも携わるデザイナー。自身の	

ブランド「GINTA」は、2007年に誕生したロン	

ドン発のファッション・アート・ブランド。　　

デザインから製作まで

自ら一つひとつ丁寧に

手がけ、手縫いという

伝統技巧と先進のレー

ザー彫刻を融合させた

珠玉のアイテムを生み

出している。

デザイナー

ギンタ・スィツェヴァ

Ginta	Siceva
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テディベア
ホワイト

※パッケージイメージ

112

クルマ
アクアブルー

やさしい想いを贈りたい。

111 ルビー

プリズム

メタルシルバー
※お届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、異なる場合がございます。

※スワロフスキーⓇはSwarovski AGの登録商標です。

111.   テディベア（チャーム）クリスタル

ルビー 202C040 14,361円（税込）
メタルシルバー 64LXC10106
プリズム 172C042

300個以上のスワロフスキーⓇ・クリスタルを、
職人が一つひとつ丁寧に繋いでつくられたチャームです。
プレートにレクサスマーク＆ロゴが刻印されています。
素　材 ：   スワロフスキーⓇ・クリスタル、真鍮
サイズ ：   W50×H55×D45mm　　《日本製》

112.   スタイ＆タオルセット

テディベア ホワイト 211C036   6,400円/セット（税込）　
クルマ アクアブルー 211C037　　

今治タオルブランド認定＊を受けた、吸水性が高く肌に
やさしいやわらかなスタイとタオルのセットです。
「綿のカシミア」とも呼ばれている繊維が長く切れにくい
超長綿を、ふんわりと雲のように織り上げました。
素　材 ：  綿100％
サイズ ：   〔スタイ〕W230×H310mm  〔タオル〕W220×H220mm
《日本製》

＊ 今治タオルブランド認定
  今治タオルは、愛媛の地で120年を越える歴史から
脈々と育まれてきた確かな技術と経験を基に、丁寧に
織り上げられたタオルです。吸水性試験や摩擦試験など、
12項目の独自の品質基準をクリアしています。

テディベア ホワイト クルマ アクアブルー
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カードキーにも、オーナーのこだわりと愛情を。

日本の熟練した職人が、一つひとつ丁寧に仕上げています。

裏面にカードなどを収納できるポケットがありレクサスマーク＆ロゴが型押しされています。

117 ブラック

117.   カードキーケース 
（ハイブリッドレザー＊）

ブラック 202C044   8,000円（税込）

自動車のステアリングにも使われる 
イタリア製ハイブリッドレザー＊を 
使用しています。
素　材 ： 牛革（カーボンパターン仕上げ） 
 レーヨン、樹脂
サイズ ： W69×H97×D3mm　　《日本製》

116.   カードキーケース 
（メッシュ調SHIBO）

レッド 211C041   9,000円（税込） 
ブラック 211C042

抗菌加工を施した本革に、細かな 
メッシュ調の型押しとパール加工を 
行い、上品に仕上げています。
素　材 ： 牛革、レーヨン、樹脂
サイズ ： W69×H97×D3mm　　《日本製》

114.   カードキーケース 
（ウェーブライン）

パールピンク 211C038   8,800円（税込） 
パールブルー 211C039 
シャンパンゴールド 211C040

抗菌加工を施した、触り心地がやわら
かい本革を使用しています。ウェーブ
ラインの型押しが様々な表情を生み出
します。
素　材 ： 牛革、ナイロン、樹脂
サイズ ： W68×H98×D6mm　　《日本製》

※113〜116・118の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

115 ネイビー

115.   カードキーケース 
（イントレチャート調）

ネイビー 171C055   10,134円（税込） 
ブラック 171C054

編み込んだように見える型押し加工 
をしています。
素　材 ： 牛革、ナイロン、樹脂
サイズ ： W68×H98×D6mm　　《日本製》

ブラック ブラック

ブラック

ブラック

※クロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。

※ウェーブラインの型押し表現は、革の部位により 
　異なります。

118 シャンパンゴールド

113.   カードキーケース 
（カーフレザー・クロコ調）

ボルドー 172C054   10,796円（税込） 
ブラック 172C053

キメが細かくやわらかで美しい 
カーフレザーに、クロコ調の型押し加工 
をしています。
素　材 ： 牛革、ナイロン、樹脂
サイズ ： W68×H98×D6mm　　《日本製》

118.   カードキーケース 
（イタリアンレザー・SHIBO）

シャンパンゴールド 202C041   8,200円（税込） 
ブラック 202C042

やさしい手触りのイタリアンレザーを 
使用しています。
素　材 ： 牛革、レーヨン、樹脂
サイズ ： W69×H98×D6mm　　《日本製》

＊ ハイブリッドレザー
  牛革に極薄のカーボンパターンフィルムをラミネート加工した、 

耐摩擦性・耐光性・耐熱性・耐水性に優れた革です。

113 ボルドー 114 パールピンク 

116 レッド

シャンパンゴールドパールブルー

抗菌

抗菌

114・116の商品 
◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。

※モデル使用商品／ トロリーケースは 
P52をご覧ください。

スタイリスト：  四方 章敬 （しかた あきひろ） 
P14・P30・P38・P44

＜衣装協力＞ 
ビームス 六本木ヒルズ 
Tel：03-5775-1623

（シューズはスタイリスト私物）

4544 LEXUS collection



素材が魅せる、上質なキーケース。

スマートキーケースはケースの外から操作できるように、 
裏面にボタンの位置を表示しています。

127 スカイブルー

127.  スマートキーケース（カモフラージュ）★

Lタイプ スカイブルー 192C060   8,500円（税込）

迷彩柄の型押し加工をしています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W45×H80×D18mm　　《日本製》

※迷彩柄の型押し表現は、革の部位により異なります。

126 レッド

126.   スマートキーケース（SHIBO）★

Lタイプ レッド 201C061   9,300円（税込）

レクサスのシート用本革を使用しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ： W45×H80×D16mm　　《日本製》

★

スマートキーケースの 
適応について スマートキー

スマートキーケース

スマートキーケースは 
スマートキーの種類に合わせて 
ご用意しています。

Lタイプ

120 ブラック

ネイビー

119  ボルドー

ブラック

119.   スマートキーケース 
（カーフレザー・クロコ調）★

Lタイプ ボルドー 171C078   11,815円（税込） 
 ブラック 171C077

キメが細かくやわらかで美しいカーフレザーに、 
クロコ調の型押し加工をしています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W45×H80×D15mm　　《日本製》

120.   スマートキーケース 
（イントレチャート調）★

Lタイプ ブラック 171C079   10,593円（税込） 
 ネイビー 171C080

編み込んだように見える型押し加工を 
しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W45×H80×D15mm　　《日本製》

121  レッド  ブラックロイヤルブルー

121.   スマートキーケース 
（イタリアンレザー・クロコ調）★

Lタイプ レッド 191C053   9,167円（税込） 
 ロイヤルブルー 182C066 
 ブラック 202C045

環境にやさしい植物性タンニンなめしの 
イタリアンレザーに、クロコ調の型押し加工を 
しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W45×H80×D18mm　　《日本製》

ブラックトープ122 ブルー

122. スマートキーケース（TATESHIBO）★

Lタイプ ブルー 202C048   8,148円（税込） 
 トープ 202C049 
 ブラック 191C051

縦シボの型押し加工をしています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W45×H80×D16mm　　《日本製》

※119〜124・126・127の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移り 
　する場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

※119・121の商品のクロコ調の型押し表現は、革の部位により 
　異なります。

125.   F SPORT スマートキーケース 
（ハイブリッドレザー＊）★

Lタイプ ブラック 202C047   9,000円（税込）

自動車のステアリングにも使われるイタリア製 
ハイブリッドレザー＊のスポーティなスマート 
キーケースです。
素　材 ： 牛革（カーボンパターン仕上げ） 
 スエード調人工皮革（内側）、樹脂
サイズ ： W45×H80×D18mm　　《日本製》

＊ ハイブリッドレザー
  牛革に極薄のカーボンパターンフィルムをラミネート

加工した、耐摩擦性・耐光性・耐熱性・耐水性に優れた 
革です。

125 ブラック 

123 パールピンク

124  レッド

ブラック

パールブルー シャンパンゴールド

123.   スマートキーケース（ウェーブライン）★

Lタイプ パールピンク 211C043   8,800円（税込） 
 パールブルー 211C044 
 シャンパンゴールド 211C045

抗菌加工を施した、触り心地がやわらかい本革を使用 
しています。ウェーブラインの型押しが様々な表情を 
生み出します。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ： W45×H80×D15mm　　《日本製》

※ウェーブラインの型押し表現は、革の部位により異なります。

抗菌

124.   スマートキーケース（メッシュ調SHIBO）★

Lタイプ レッド 211C046   9,000円（税込） 
 ブラック 211C047

抗菌加工を施した本革に、細かなメッシュ調の型押しと 
パール加工を行い、上品に仕上げています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ： W45×H80×D18mm　　《日本製》

抗菌

123・124の商品 
◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。
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スマートキーケースはケースの外から操作できるように、 
裏面にボタンの位置を表示しています。

※128〜131・133・135〜137の商品は、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合 
　がございます。お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

134 オレンジ

※使用イメージです。

133 レッド ネイビー ブラック

137  ローズピンク

136  オレンジ

135 シルバーメタリック

アクアブルー

133.  スマートキーケース（エンボス）★

Aタイプ レッド 192C065   8,050円（税込） 
 ネイビー 192C066 
 ブラック 192C067

シボタイプの本革を使用しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W47×H72×D15mm　　《日本製》

135.   F SPORT スマートキーケース★

Bタイプ シルバーメタリック 61LXC10061   9,984円（税込）

キップレザーと呼ばれる、柔らかさと丈夫さを備えた牛革を使用 
しています。
素　材 ： 牛革、樹脂、真鍮
サイズ ：   W50×H80×D16mm　　《日本製》

136.   スマートキーケース（ベーシック）★

Bタイプ オレンジ 60LXC10082   10,371円（税込）

環境にやさしい植物性タンニンなめしの本革を使用しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側） 
サイズ ： W50×H80×D16mm　　《日本製》

 ブルー

 ブラック

131.  スマートキーケース 
（イタリアンレザー・SHIBO）★

Cタイプ ピンク 192C062   8,200円（税込） 
 ブルー 192C063 
 シャンパンゴールド 202C050 
 ブラック 192C064

やさしい手触りのイタリアンレザーを 
使用しています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W42×H74×D15mm　　《日本製》

131 ピンク

132 ブラック

132.   F SPORT スマートキーケース 
（ハイブリッドレザー＊1）★

Cタイプ ブラック 171C045   9,065円（税込）

自動車のステアリングにも使われるイタリア製ハイブリッドレザー＊1の 
スポーティなスマートキーケースです。
素　材 ： 牛革（カーボンパターン仕上げ）、スエード調人工皮革（内側）、樹脂 
サイズ ： W42×H75×D14mm　　《日本製》

＊1 ハイブリッドレザー
 牛革に極薄のカーボンパターンフィルムをラミネート加工した、 
 耐摩擦性・耐光性・耐熱性・耐水性に優れた革です。

134.   スマートキーバンパー（アルミ）★

Aタイプ オレンジ 60LXC10074   17,076円（税込）

アルミ合金を一つひとつ削り出し加工を行い、塗装は耐蝕性や 
耐摩耗性を強化するアルマイト加工＊2をしています。 
専用工具を使って自分で組み立てる工程がお楽しみいただけます。
素　材 ：   〔本体〕アルミ合金（アルマイト加工＊2） 

〔ビス〕ステンレス  〔専用レンチ〕スチール
サイズ ： W44×H76×D17mm
重　量 ： 約27g　　《日本製》

＊2 アルマイト加工
 アルミニウムを陽極酸化処理し、人工的に酸化皮膜を生成させる 
 表面加工方法で、耐蝕性や耐摩耗性が向上します。

137.   スマートキーケース(イタリアンレザー)★

Bタイプ ローズピンク 61LXC10087   7,155円（税込） 
 アクアブルー 61LXC10086

透明感あるカラーと風合いを表現した上質なイタリアンレザーを 
使用しています。
素　材 ： 牛革（水染め＊3）、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ： W50×H80×D17mm　　《日本製》

＊3 水染め
 染料の入った槽に時間をかけて漬け込み、革本来の風合いを活かし 
 ながら色付けする手法。色の濃淡で表情豊かな色合いを出すには、 
 職人の技術が必要になります。

シャンパンゴールド

Aタイプ Bタイプ

スマートキー

スマートキーケース

★

スマートキーケースの適応について
スマートキーケースはスマートキーの種類に合わせてご用意しています。

Cタイプ

128 パールピンク

130 レッド

129 レッド ブラック

パールブルー

ブルー ブラック

シャンパンゴールド

130.   スマートキーケース（クロコ調）★

Cタイプ レッド 211C053   8,800円（税込） 
 ブルー 211C054 
 ブラック 211C055

国内でなめした上質な牛革にクロコ調の型押し 
加工をしています。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W42×H74×D15mm　　《日本製》

※クロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。

128.   スマートキーケース 
（ウェーブライン）★

Cタイプ パールピンク 211C048   8,800円（税込） 
 パールブルー 211C049 
 シャンパンゴールド 211C050

抗菌加工を施した、触り心地がやわらかい本革を 
使用しています。ウェーブラインの型押しが様々な 
表情を生み出します。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W42×H75×D13mm　　《日本製》

※ウェーブラインの型押し表現は、革の部位により異なります。

抗菌

129.   スマートキーケース 
（メッシュ調SHIBO）★

Cタイプ レッド 211C051   9,000円（税込） 
 ブラック 211C052

抗菌加工を施した本革に、細かなメッシュ調の 
型押しとパール加工を行い、上品に仕上げて 
います。
素　材 ： 牛革、スエード調人工皮革（内側）
サイズ ：   W42×H75×D14mm　　《日本製》

抗菌

128・129の商品 
◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。
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145 ブラック

146. バレットキーリング（ディンプル）

ブルー 191C057   8,811円（税込）

片方のリングがフック式になっており、ワンタッチで 
取り外しができます。金具の裏面にレクサスマーク 
＆ロゴがレーザー刻印されています。
素　材 ： 牛革、亜鉛合金
サイズ ： W31×H120mm（リング部含む）　　《日本製》

147. リールキーリング（ディンプル）

ブラック 191C056   5,958円（税込）

ループのボタンはホック式でベルトやバッグなどに 
取り付けることができます。 
内側にレクサスマーク＆ロゴが型押しされています。
素　材 ：   牛革、亜鉛合金、鉄
サイズ ：   W25×H180mm（フック部含む）　　《日本製》

146 ブルー

147 ブラック

洗練されたキーアクセサリー。

144. シューホーン

ブルー 181C018   7,792円（税込）

シューホーンやキーリングとして使用できます。
素　材 ： やぎ革、真鍮
サイズ ： W39×H120mm（フック部含む）　　《イタリア製》

144 ブルー

141. キーリング（印伝）

ホワイト 201C070   7,400円（税込） 
ブラック 201C071

スピンドルグリルをモチーフにしたデザインを、 
「印伝」の技法で表現しました。 
最高級鹿革に漆で柄を描き、独自の美と風合いを 
実現しています。 
ループ内側にレクサスマーク＆ロゴが型押し 
されています。
素　材 ：   鹿革、漆、牛革、亜鉛合金、鉄
サイズ ：   W36×H155mm（フック部含む）　　《日本製》

145. キーリング（ループ・クロコ調）

ブラック 181C026   6,723円（税込） 
ロイヤルブルー 181C025

環境にやさしい植物性タンニンなめしの 
イタリアンレザーに、クロコ調の型押し 
加工をしています。 
ループ内側にレクサスマーク＆ロゴが 
型押しされています。
素　材 ：   牛革、亜鉛合金、ステンレス
サイズ ：   W30×H137mm（フック部含む）　　《日本製》

※クロコ調の型押し表現は、革の部位により異なります。

ロイヤルブルー

143. キーリング（タッセル）

トープ×ブラック 201C073   8,000円（税込）

タッセルにイタリアンレザーを使用しています。 
キーリングのほか、バッグなどにつけてチャーム 
としても使用できます。
素　材 ：   牛革、亜鉛合金、真鍮、鉄
サイズ ： W30×H135mm（フック部含む）　　《日本製》

143 トープ×ブラック

139 RX

UX

NX

139. キーリング（SHAMEI）

RX 201C067   6,150円（税込） 
NX 201C068 
UX 201C069

本革に車名を型押ししています。 
裏面にレクサスマーク＆ロゴが刻印されています。
素　材 ：   亜鉛合金、牛革、ステンレス
サイズ ：   W35×H93mm（リング部含む）　　《日本製》

140. キーリング（レクサスマーク）

192C068   6,450円（税込）

裏面にレクサスマーク&ロゴが刻印されています。
素　材 ：   ステンレス、牛革
サイズ ：   W35×H90mm（リング部含む）　　《中国製》

140

141 ホワイト ブラック ※138〜141・143〜147の商品は、革の性質上、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
※141・144・145のお届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

142 スピンドルグリル アクセルペダル

日本有数のメガネの産地である鯖江市で、 
メガネに使われる素材と技術で 
職人が一つひとつ丁寧につくり上げた 
レクサスオリジナルのキーリングです。

※お届けする商品は、一つひとつ手づくりのため、色目・柄・風合いが 
　異なります。

142. キーリング（靴べら）

スピンドルグリル 202C052   7,250円（税込） 
アクセルペダル 202C053

スピンドルグリルやアクセルペダルをモチーフにした 
デザインで、靴べらとしてもお使いいただけます。 
環境に配慮した綿由来の樹脂を使用しています。
素　材 ： セルロースアセテート＊、鉄
サイズ ： 〔スピンドルグリル〕W50×H135mm（リング部含む） 
 〔アクセルペダル〕W45×H135mm（リング部含む） 

《日本製》

＊ セルロースアセテート
 セルロース（綿）を原料とする植物性樹脂です。

138 ブロンズ ライトピンクライトブルー

138. キーリング（イントレチャート）

ブロンズ 211C056   6,550円（税込） 
ライトブルー 211C057 
ライトピンク 211C058

抗菌加工を施した本革を使用しています。 
職人が一つひとつ丁寧に編み込んでいます。 
キーが装着しやすいフックタイプのリングを 
使用しています。
素　材 ：   牛革、亜鉛合金
サイズ ：   W32×H150mm（フック部含む）　　《日本製》

抗菌

◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。
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ブルー

152

ブラックレッド

156

155 ホワイト/ネイビー

※収納ケースですので落下時のクッション性や耐圧等の機能はございません。 
※iPadは商品には含まれておりません。 
※iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

155. iPadケース（本革製）

ホワイト/ネイビー 60LXC10107　20,900円（税込）

素　材 ：   牛革、人工皮革スエード、マグネット
サイズ ：   W194×H245×D23mm　　《中国製》

※ iPad2、第3世代・第4世代iPadに対応。

156.   スマートフォンジャック（クリスタル）フリンジ

ピンク 60LXC10104　5,500円（税込）

スワロフスキーⓇ・クリスタルと本革製の 
フリンジがアクセントのスマートフォン用 
アクセサリーです。直径3.5mmのイヤフォン 
用ジャックに差し込んでお使いいただけます。
素　材 ：   スワロフスキーⓇ・クリスタル 

牛革、亜鉛合金、樹脂
サイズ ： 〔ジャック部〕直径9×L22mm 
 〔フリンジ部〕直径8×L69mm（フック部含む）

《日本製》
※  スワロフスキーⓇはSwarovski AGの登録商標です。 使用イメージ

157 グレージュ

153.   マルチペン/油性

ローズ  192C069 ブラック  63LXC10053   8,759円（税込）

ボールペン（油性）の黒色・赤色、シャープペンシル（0.5mm芯）の 
3種類が一体になっています。ツイストタイプで切り替えができます。 

〈セーラー万年筆製〉
素　材 ：   真鍮　　サイズ ： 長さ142×軸径14.5mm
重　量 ：   約30g　　《日本製》

152. ボールペン（ベイリー）/油性

レッド 201C075 ブルー  201C076   9,167円（税込） 
ブラック 172C058

ツイストタイプのボールペンです。 
〈クロス製〉
素　材 ： 真鍮　　サイズ ： 長さ134×軸径12mm
重　量 ：   約32g　　《中国製》

151.  マルチペン（カーボン）/油性

202C054   8,500円（税込）

カーボンファイバーを使用したマルチペンです。ボールペン（油性） 
の黒色・赤色、シャープペンシル（0.5mm芯）の3種類が一体になって 
います。ツイストタイプで切り替えができます。 

〈プラチナ万年筆製〉
素　材 ： 真鍮、カーボンファイバー、鉄、クロム　　サイズ ： 長さ142.7×軸径13.2mm
重　量 ：   約34.5g　　《日本製》

154.   F SPORT 2本挿しペンケース 
（ハイブリッドレザー＊）

63LXC10063　16,704円（税込）

素　材 ：  〔表側〕牛革（カーボンパターン仕上げ）、樹脂 
〔内側〕牛革  〔裏地〕ポリエステル

サイズ ： W55×H160×D25mm　　《日本製》

＊ ハイブリッドレザー
 牛革に極薄のカーボンパターンフィルムをラミネート加工した、 
 耐摩擦性・耐光性・耐熱性・耐水性に優れた革です。

154

151

ローズ ブラック

153

※イヤフォンは商品には含まれておりません。 
※水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合がございます。

157.   コードまとめ（SHIBO）

グレージュ  182C050  2,037円（税込）

やわらかい手触りのイタリアンレザーを 
使用しています。裏面にレクサスマーク 
＆ロゴが型押しされています。
素　材 ： 牛革、亜鉛合金 
サイズ ： W70×H55mm　　《日本製》

使用イメージ

ブラック

150 ネイビー

150.   名刺ケース（イントレチャート調）

ネイビー 172C051　17,009円（税込） 
ブラック 172C052

日本の伝統技法、風琴マチ仕様の名刺ケースです。 
外向きに折られているマチの形がアコーディオン 

（風琴）の蛇腹に似ていることから風琴マチと
呼ばれています。名刺の端が引っかかりにくく、 
スムーズに出し入れすることができます。　     　  
編み込んだように見える型押し加工をしています。     
内側にレクサスマーク＆ロゴが型押しされています。
素　材 ： 牛革
サイズ ： W113×H75×D15mm（名刺約40枚収納可能） 

《日本製》

149

148

自動車のエアバッグにも使われる強度の高い原糸を 
ベースにした、耐久性に優れたナイロン生地を使用 
しています。内装生地は、制菌加工が施されています。

ビジネスを、より上質に。

※水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に色移りする場合がございます。 
　お届けする商品は、革の性質上、色目・風合いが異なる場合が 
　ございます。

148.   ブリーフケース

211C059　42,400円（税込）

持ち手は手に馴染みやすい本革を 
使用しています。トロリーケースの 
キャリーバーに通して運ぶことも 
できます。　　　　　　　　　　
ショルダーベルト、ネームタグ付き。
素　材 ：   ナイロン、合成皮革 

ポリエステル、牛革
サイズ ：   W425×H305×D110mm
重　量 ： 約1.5kg（ショルダーベルト除く）

《日本製》

 ｜3月中旬発売予定｜

149.   トロリーケース（4輪）

211C060　68,000円（税込）

2〜3泊の出張や小旅行に適した 
サイズ です。小物 ポケットや ペン 
ポケットなど、収納も充実しています。
片側にサイドポケットがあります。 
ネームタグ付き。　　
素　材 ： 〔本体〕 ナイロン、合成皮革 

ポリエステル、牛革
 〔キャリーバー〕アルミ、樹脂 
 〔キャスター〕ポリプロピレン、ポリウレタン 
サイズ ： W460×H450×D240mm（キャスター部含む） 
重　量 ： 約3.6kg

《日本製》

※国内線100席以上の機内に、持ち込みができます。 
　（各航空会社によって規定が異なる場合があります。）

 ｜3月下旬発売予定｜

◉制菌加工：繊維上の細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。
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※ネームプレート名入れは4,230円（税込） 
　です。加工は日本で行い、納品はご注文後 
　約20日となります。

158.   キャディバッグ（ヘッドライト）

ブラック 211C061   70,000円（税込） 
ブルー 211C062

ヘッドライトをモチーフにデザインした 
レクサスオリジナルキャディバッグです。 
シボ感のある上質な合成皮革を使用して 
います。ブルーはメタリック調です。 
大小7個のポケットがあり、ボトムには 
レクサスマーク＆ロゴが付いています。 
ネームプレート、フードカバー付き。
素　材 ：  〔本体〕合成皮革、ポリエステル 

〔ネームプレート〕亜鉛合金
サイズ ： 口径9.5型 47インチ対応
重　量 ： 約4.6kg　　《中国製》 

ブルー

そのこだわりが、 
ラウンドする歓びを広げる。

159.   ヘッドカバー（カーボン調） 
ドライバー用

ブラック 182C071   8,148円（税込） 
ブルー 182C070 
ホワイト 191C093 
レッド 191C094

素　材 ：  合成皮革、ポリエステル、マグネット
サイズ ： W140×H330×D140mm（460cc対応） 

《中国製》

ハンドル付き口枠 
（5分割）

ボトム

158 ブラック

ブルー159 ブラック レッドホワイト

          ｜5月中旬発売予定｜

※モデル使用商品／ キャップ・サンバイザーはP60、マスクはP58、 
ポロシャツはP58・P59、ベルトはP61を 
ご覧ください。

＜衣装協力＞ Admiral（アドミラル） 
https://www.admiral-gb.com/
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160.   キャディバッグ 
（カモフラージュ）

202C003   67,800円（税込）

素　材 ：  ポリエステル、ポリウレタン、ベルベット 
カーボン、ABS樹脂コンポジット

サイズ ： 口径9型 47インチ対応
重　量 ： 約2.8kg　　《中国製》 

ハンドル付き口枠（6分割）

ボトム

本体から外した背袋部分に 
ショルダーベルトを付け 
クラブケースにした状態

組立式構造の、新感覚キャディバッグ。

フレームにカーボンシャフトとABS 

樹脂コンポジットを使うことで、高い

強度を保ちながら軽量に仕上げてい 

ます。独自の組立式構造で、パーツを 

外して分解できます。背袋部分を外し 

てショルダーベルトを取り付けると 

クラブケースとしてもお使いいただ 

けます。大小8個のポケットがあり、 

ボトムにはレクサスマーク＆ロゴが 

付いています。フードカバー付き。

クラブケースとしても使える 

レクサスオリジナルの 

軽量キャディバッグ。

ホワイト

 スポーツファッションブランド 

“アドミラル”とのコラボレーションアイテムです。

移動もスムーズな
キャスター付きキャディバッグ。

161 ブラック

160

161.   LEXUS×Admiral 
キャディバッグ（キャスター付）

ブラック 201C077   68,800円（税込） 
ホワイト 201C078

耐久性に優れた合成皮革を使用したオリジナル 
デザインのキャディバッグです。キャスターと 
キャリーバーを備え、大小10個のポケットとアン
ブレラホルダーがあり、収納性に優れています。
素　材 ：  〔本体〕合成皮革、ポリエステル 

〔キャリーバー〕アルミ、ポリプロピレン 
〔ネームプレート〕アクリル

サイズ ： 口径9.5型 46インチ対応
重　量 ： 約4.5kg　　《中国製》 

※ネームプレート名入れは3,450円（税込）です。 
　加工は日本で行い、納品はご注文後約20日と 
　なります。

口枠（8分割）収納可能なキャリーバー付き

Admiral（アドミラル）
1914年にイギリス海軍（NAVY）の制服のブランドとして誕生しました。その後、サッカーをはじめラグ
ビー、クリケットなど対象を拡大しながら総合的なスポーツブランドとして発展。2000年代に入り、イギリス 
のみならずイタリアやドイツ、オランダなどの欧州諸国においてハイファッションを提供するブランド 
としての認知も高まり、現在は日本を含む全世界40か国で展開するインターナショナルブランドになり 
ました。シンボルマークのランパントライオンは、イギリスの国の象徴であるライオン紋章のひとつです。

163

162

162.   LEXUS×Admiral 
アンブレラ（晴雨兼用）

201C079   18,400円（税込）

優れた遮光性やUVカット性、遮熱体感効果を 
備えた、特殊三層ラミネート構造の 
サマーシールドⓇ＊1を使用しています。 
骨組みは軽量なカーボン製です。収納袋付き。
素　材 ：  〔生地〕（表）ポリエステル、（裏）ポリエステルフィルム 

〔持ち手〕エチレン酢酸ビニル 
〔親骨・受骨〕カーボン  〔中棒〕アルミ

サイズ ： 骨の長さ 600mm 8本骨　　
重　量 ： 約270g　　《中国製》

163.   LEXUS×Admiral 氷嚢

201C080   3,900円（税込）

大口径で氷を入れやすくなっています。 
レクサスマーク＆ロゴとランパント＊2が 
プリントされています。
素　材 ： 〔本体〕ポリエステル（裏面TPUコーティング）
 〔上蓋〕ポリスチレン  〔中栓〕ポリプロピレン 
 〔金属リング〕アルミ 
サイズ ： 〔口部分内径〕約70mm 
 〔本体〕直径約265mm（たたんだ状態） 

《中国製》

＊1 サマーシールドⓇ
 遮光率99.99％以上、遮蔽率99%以上、 
 遮熱性４℃以上低下のラミネート加工 
 ポリエステル織物です。 
 サマーシールドⓇは東レ株式会社の登録 
 商標です。

＊2 ランパント
 イギリスの国の象徴であるライオン紋章の 
 ひとつです。
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168

167 ピンク

ホワイト

ネイビー

トリコロール

サイズ（cm）

着丈 身幅 肩幅 袖丈
S ： 60 39 33 54
M ： 62 42 35 55
L ： 64 45 37 56

168.レディースアンダーシャツ

サイズ（cm）

着丈 身幅 肩幅 袖丈
S ： 60 44 37 16
M ： 62 47 39 17
L ： 64 50 41 18

167. 半袖ポロシャツ（レディース）

ブラック

ホワイト

166.  LEXUS×Admiral 
エンボス半袖ポロシャツ（メンズ）

ネイビー LLサイズ 201C097  12,800円（税込） 
ホワイト Mサイズ 201C092 
 Lサイズ 201C093 
ブラック Lサイズ 201C099

スピンドルグリルと 
ランパント＊3を 
エンボスプリントした 
オリジナル生地の半袖ポロ 
シャツです。素材は吸水速乾・抗菌防臭・UVカット機能を備えた 
アドミラルオリジナルの高機能素材AD TECHハニカムメッシュを 
使用しています。レクサスマーク＆ロゴとランパント＊3を刺繍 
しています。
素　材 ：  ポリエステル100％　　サイズ ： M / L / LL　　《中国製》

襟下にレクサスマークエンボスプリント

機能的な素材で、安心に快適に。

ブラック

ネイビー

165 ホワイト

169 ブラック

168.  LEXUS×Admiral  レディースアンダーシャツ

Sサイズ 191C076   8,811円（税込） 
Mサイズ 191C077 
Lサイズ 191C078

レクサスマーク＆ロゴとランパント＊3 をプリントしたレディース用 
のUVカットアンダーシャツです。重ね着で蒸れやすい身頃はメッシュ
にすることで、暑さへの対応もしています。素材は吸水速乾・抗菌 
防臭・UVカット機能を備えたアドミラルオリジナルの高機能素材 
AD TECH UVストレッチを使用しています。
素　材 ：   ポリエステル100％　　サイズ ： S / M / L　　《中国製》

167.  LEXUS×Admiral  半袖ポロシャツ（レディース）

ピンク Sサイズ 191C067   12,120円（税込） 
 Mサイズ 191C068 
 Lサイズ 191C069 
ホワイト Sサイズ 191C070 
 Mサイズ 191C071 
 Lサイズ 191C072 
ネイビー Sサイズ 191C073 
 Mサイズ 191C074 
 Lサイズ 191C075

吸水速乾・抗菌防臭・UVカット機能を備えたアドミラルオリジナルの 
高機能素材AD TECHハニカムメッシュを使用した半袖ポロシャツ
です。レクサスマーク＆ロゴとランパント＊3を刺繍しています。
素　材 ：   ポリエステル100％　　サイズ ： S / M / L　　《中国製》

※レジメンタルストライプ柄は、生地の裁断部分により異なります。

襟下にレクサスマーク

ソフトな合成皮革の軽量なトートバッグです。 
レクサスマーク＆ロゴとランパント＊3を刺繍しています。

169.   LEXUS×Admiral トートバッグ

ブラック 202C055   15,600円（税込） 
トリコロール 202C056

ポケットは外側に3個、内側にノートパソコン（13インチ程度）が 
入るパッドポケット※など3個あります。
素　材 ： ポリウレタン、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W420×H310×D150mm 
 〔パッドポケット〕W330×H250×D25mm 
重　量 ： 約780g　　《中国製》

※パッドポケットに収納できるパソコンのサイズは、メーカーや機種によって異なります。

ネイビー

164 ホワイト

※1日の使用時間は、12時間以内を目安にしてください。 
※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

164.  LEXUS×Admiral 
3Dウォッシャブルマスク（抗ウイルス）

ホワイト 211C063  2,670円（税込） 
ネイビー 211C064

本体の表地には機能繊維加工技術のクレンゼ®＊1で抗菌・抗ウイルス
加工を施した繊維を、裏地には抗菌・防臭効果のあるミューファン®＊2 
を使用したマスクです。鼻にしっかりフィットするノーズワイヤー付きで、 
耳かけゴムはやわらかく伸縮性のある、耳が痛くなりにくい素材を 
使用しています。
素　材 ：  〔本体〕ポリエステル86％、ポリウレタン14％ 

〔耳かけゴム〕ナイロン、ポリウレタン
サイズ ： W230×H135mm　　《中国製》

  ｜3月中旬発売予定｜抗菌 抗ウイルス

サイズ（cm）

着丈 身幅 肩幅 袖丈
M ： 70 54 44 21
L ： 72 57 46 22
LL ： 74 59 48 23

165. 半袖ポロシャツ（抗ウイルス・メンズ） 
166. エンボス半袖ポロシャツ（メンズ）

＊3 ランパント
  イギリスの国の象徴であるライオン紋章のひとつです。

＊1 CLEANSE®/クレンゼ®
   様々なものの表面に固定化できる抗菌・抗ウイルス剤の「Etak® 

(イータック)」を、繊維表面に強力に固定化するクラボウ独自の
加工技術です。繊維上の特定のウイルスの数を99％減少させる
ことを確認。特定の細菌の増殖を抑制します。また、優れた洗濯
耐久性を持ち、家庭洗濯50回後も繊維上の特定のウイルスの
数を99％以上減少させることを確認しています。

＊2 ミューファン®
  純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による 
  黒ずみを解消した特殊糸です。切断面に露出する銀からイオンが 
  放出され、非常に高い抗菌防臭、静電気除去の効果が持続します。

◉抗菌加工：細菌の増殖を抑制する加工です。 
※すべての細菌に効果があることを保証するものではありません。 

◉抗ウイルス加工：繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工です。 
※すべてのウイルスに効果があることを保証するものではありません。 
※抗ウイルス加工は病気の予防や治療を目的としたものではありません。

165.  LEXUS×Admiral 
半袖ポロシャツ（抗ウイルス・メンズ）

ホワイト Mサイズ 211C065  14,300円（税込） 
 Lサイズ 211C066 
 LLサイズ 211C067 
ネイビー Mサイズ 211C068 
 Lサイズ 211C069 
 LLサイズ 211C070 
ブラック Mサイズ 211C071 
 Lサイズ 211C072 
 LLサイズ 211C073

機能繊維加工技術のクレンゼ®＊1で抗菌・抗ウイルス加工を 
施した繊維を使用した半袖ポロシャツです。 
レクサスマーク&ロゴとランパント＊3を刺繍しています。
素　材 ：  ポリエステル86％、ポリウレタン14％ 
サイズ ： M / L / LL　　《中国製》

襟下にレクサスマーク

          ｜3月中旬発売予定｜抗菌 抗ウイルス

166 ネイビー
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172 ネイビー

キャップ内側の汗止め部には吸汗速乾素材を、さらに庇（ひさし）の 
縫い込み部には消臭素材を使用しています。庇の裏側をグレーに 
することで、芝生からの照り返しなど光の反射を和らげます。 
サイズ調整ができるベルト付き。（174〜176の商品）

ゴルフ好きがうなずく心づかいを。

173 ネイビー

175

176

174 ブラック

178.   ゴルフベルト 
（スピンドルグリルモチーフ）

ブラック  192C104   13,200円（税込） 
ホワイト  201C105

ベルトはスピンドルグリルをモチーフに型押し加工 
した 本革 を使用しています。バックル のカラーは 
ブラックがマットブラック、ホワイトがシルバーです。
内側にレクサスマーク＆ロゴが型押しされています。
素　材 ：  牛革、亜鉛合金
サイズ ：  L1,150×W39mm 

ウエストサイズ100cmまで対応（カット調整可能）
《中国製》

ホワイト178 ブラック

ホワイト

180 シルバーグレー

179 ブラック

180.   ボストンバッグ（カーボン調）

シルバーグレー 191C096   38,704円（税込）

ショルダーベルトと、本体と同素材のポーチが1個、 
裏地と同素材の巾着が1個付いています。
素　材 ： 人工皮革（コードレ®＊5）、牛革、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W460×H300×D200mm 
 〔ポーチ〕W230×H135×D80mm 
 〔巾着〕W250×H390mm
重　量 ： 約1,270g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

179.   ボストンバッグ（カーボン調） 

ブラック 202C074   39,000円（税込） 
シルバーグレー 202C075

持ち手の握る部分には、握りやすいシリコン素材を 
使用しています。ショルダーベルトと、本体と同素材の 
ポーチが1個、裏地と同素材の巾着が2個付いています。
素　材 ： 人工皮革（コードレ®＊5）、牛革、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ ： 〔本体〕W460（〜430）×H310×D210mm 
 〔ポーチ〕W230×H135×D80mm 
 〔巾着〕W305×H400mm
重　量 ： 約1,180g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

シルバーグレー

本体素材に軽量かつ耐久性に優れたカーボン調の 
コードレ®＊5を使用したボストンバッグです。 
本革をポイント使いしています。 
ポケットは外側に2個、内側に7個あります。 
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。

＊5 コードレ®

  天然皮革によく似た構造を持つ人工皮革です。 
  軽く丈夫で、ランドセルや自動車のハンドル 
  カバー などに幅広く使用されています。

177.   LEXUS×Admiral 
ゴルフベルト（リバーシブル）

211C078   12,100円（税込）

バックルを回転させて、ホワイト（スムース）とネイビー
（シボ型押し）の2色を使い分けることができます。
ベルト部にはレクサスマーク＆ロゴとランパント＊4を 
型押ししています。
素　材 ：  合成皮革、亜鉛合金
サイズ ：  L1,100×W35mm 

ウエストサイズ100cmまで対応（カット調整可能）
《台湾製》

ネイビー使用時

＊4 ランパント ：  イギリスの国の象徴であるライオン 
紋章のひとつです。170 ホワイト

171 ホワイト

ネイビー

ネイビー

177 ホワイト使用時

※177・178の商品は、素材の性質上、水濡れ・汗・摩擦により、衣類等に 
　色移りする場合がございます。

175.   キャップ（メッシュ調）ブラック

192C105   5,500円（税込）

速乾性に優れたメッシュ調ポリエステル素材のキャップです。 
庇はクロコ調型押し加工をした合成皮革を使用しています。
素　材 ：   〔本体〕ポリエステル100％  〔庇表〕合成皮革  〔庇裏〕ポリエステル65%、綿35％ 

〔内側汗止め部・庇の縫い込み部〕ポリエステル100％
サイズ ：   フリー（56〜60cm）　　《インドネシア製》
※クロコ調の型押し表現は、素材の部位により異なります。

174.   キャップ（レクサスマーク）

ブラック  202C069 ホワイト  202C070   5,500円（税込）

綿100%のキャップです。
素　材 ：   〔本体〕綿100％  〔庇裏〕ポリエステル65%、綿35％ 

〔内側汗止め部・庇の縫い込み部〕ポリエステル100％
サイズ ：   フリー（56〜60cm）　　《インドネシア製》

176.   キャップ（メッシュ調）ホワイト

191C098   5,093円（税込）

速乾性に優れたメッシュ調ポリエステル素材のキャップです。 
庇は光沢のある合成皮革を使用しています。
素　材 ：   〔本体〕ポリエステル100％  〔庇表〕合成皮革  〔庇裏〕ポリエステル65%、綿35％ 

〔内側汗止め部・庇の縫い込み部〕ポリエステル100％
サイズ ：   フリー（56〜60cm）　　《インドネシア製》

｜3月中旬発売予定｜

サイズ調整ができる
ベルト付き

172.   LEXUS×Admiral キャップ（ラウンディッシュ）

ネイビー  201C102   5,550円（税込）

ツバがやわらかく、丸めてバッグやポケットなどに 
収納できるキャップです。本体には優れた通気性 
と撥水性を備えたメッシュ調の高機能素材 
スプラッシュ エアー®＊2、内側の汗止め部には 
気化熱作用で清涼感を得られるクールバイタル®＊3を使用しています。
素　材 ：  〔本体〕ポリエステル100％  〔内側汗止め部〕ポリエステル100％
サイズ ：  フリー（57〜59cm）　　《中国製》

＊2 スプラッシュ エアー®
   通気性の高いメッシュ調生地の繊維自体に撥水加工を施しています。 

生地本来の風合いを損なわず、耐久性にも優れています。

＊3 クールバイタル®

  水に濡らして振ると気化熱作用で清涼感を得られる機能です。

173.   LEXUS×Admiral サンバイザー

ネイビー 191C090   5,042円（税込）

素材は吸水速乾・抗菌防臭・UVカット機能を備えた 
アドミラルオリジナルのAD TECHハニカムメッシュ 
を使用しています。
素　材 ：   〔本体〕ポリエステル100％ 

〔内側パイル部分〕綿70％、ポリエステル30％
サイズ ：   フリー（57〜59cm）　　《中国製》

サイズ調整ができる
ベルト付き

170.   LEXUS×Admiral キャップ（抗ウイルス）

ホワイト  211C074    ネイビー  211C075   6,000円（税込）

素材は抗ウイルス加工を施したウイルスシールド®＊1 
を使用しています。この素材は微弱な光でもウイルス 
を分解する抗ウイルス性を持っています。
素　材 ：  〔本体〕ポリエステル100％ 

〔内側汗止め部〕ポリエステル100％
サイズ ：  フリー（57〜59cm）　　《中国製》

サイズ調整ができる
ベルト付き

抗ウイルス

171.   LEXUS×Admiral サンバイザー（抗ウイルス）

ホワイト  211C076    ネイビー  211C077   5,500円（税込）

素材はキャップと同様にウイルスシールド®＊1を 
使用しています。
素　材 ：  〔本体〕ポリエステル100％ 

〔内側汗止め部〕ポリエステル100％
サイズ ：  フリー（57〜59cm）　　《中国製》

サイズ調整ができる
ベルト付き

＊1 ウイルスシールド®/VIRUS SHIELD®
  紫外線領域から可視光領域までの広い範囲の微弱な光でもウイルス 
  を高速分解する素材です。優れた抗ウイルス性を持ち、特定のウイルス 
  の接触試験にて、6時間で99%の低減効果を確認しています。 
  ウイルスシールド®/VIRUS SHIELD®に接触したウイルスは、感染力 
  が弱まるため、その後の接触などによる拡散を抑えられます。 
  ウイルスシールド®/VIRUS SHIELD®は小松マテーレ株式会社の 
  登録商標です。

抗ウイルス

◉抗ウイルス加工：繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工です。 
※すべてのウイルスに効果があることを保証するものではありません。 
※抗ウイルス加工は病気の予防や治療を目的としたものではありません。
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商品に関するお問い合わせ・ご購入は、レクサス販売店までお願いいたします。

※本カタログの商品は撮影・印刷インキの関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。 
※価格はメーカー希望小売価格〈'21年2月現在のもの〉です。※商品は多数ご用意いたしておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

190 サックス

189 イエロー

サーモンピンク

188

187.   アンブレラボトル

アイボリー 201C106 ネイビー 201C107   3,667円（税込） 
レッド 191C097 ホワイト 172C070 
ブラック 67LXC10074

折り畳み傘のようにスマートで軽量なステンレスボトルです。 
真空断熱2重構造のため温かさ、冷たさを長時間にわたって 
保ちます。
素　材 ：   ステンレス、ポリプロピレン、シリコンゴム
サイズ ：   直径50×H230mm（容量300ml）
重　量 ：   約240g　　《中国製》
※電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機は使用不可。

ホワイト ブラックネイビー レッド187 アイボリー

188.   ワークキャップ（レディース）

60LXC10117　4,180円（税込）

内側にレクサスマーク＆ロゴの織ネームタグ付き。
素　材 ：  レーヨン40％、ナイロン29％、綿28％、ポリウレタン3％
サイズ ： フリー（53～57cm）　　《インドネシア製》

サイズ 
 （cm）

着丈 身幅 肩幅 袖丈
M ： 72 52 44 21
L ： 74 54 46 22

189. ポロシャツ
サイズ 
 （cm）

身長 胸囲
S ： 152～160 85～  91
M ： 159～167 91～  97
L ：166～174 97～103
LL ：173～181 103～109

190. Tシャツ

189.   ポロシャツ

イエロー Mサイズ 64LXC10119 14,055円（税込） 
 Lサイズ 64LXC10120

ひんやりとした肌触りを感じられるアイスコットン＊3を使用
したポロシャツです。黒蝶貝を削り出したボタンがアクセント
になっています。
素　材 ：   綿100％、黒蝶貝　　サイズ ： M / L　　《日本製》

＊3 アイスコットン
   スイスにある紡績メーカーのSPOERRY社が長年の研究 

の末に開発した特殊紡績技術によりできたコットン
100％の糸です。

186

ブルーアッシュ

レッド

ブラック

186.   2WAYラウンドバッグ

レッド 202C071 ブラック 202C072   9,500円（税込） 
ブルーアッシュ 202C073

本体は撥水・撥油性に優れたTeflonTM加工＊2素材、ボトム部分
は汚れを落としやすいポリ塩化ビニル素材を使用しています。 
手提げとショルダーの2種類のバッグとしてお使いいただけます。 
ポケットは外側に4個、内側に3個あります。　　　　　　　　
内側にレクサスマーク＆ロゴのレザータグ付き。ボール入れ用 
のメッシュ巾着と、バッグをテーブルなどに吊るすことができる 
バッグハンガーが付いています。
素　材 ： ナイロン（TeflonTM加工＊2）、ポリ塩化ビニル、ポリエステル 
 マグネット、亜鉛合金
サイズ ：  〔本体〕W250（～340）×H205×D140mm 
重　量 ： 約430g（ショルダーベルト除く）　　《ベトナム製》

※写真はブルー 
　アッシュ用です。

※ゴルフボールは 
　商品には含まれて 
　おりません。

＊2 TeflonTM加工
　　 繊維のまわりにふっ素分子のシールドを形成することで、 

水や汚れの付着を防止する加工です。「TeflonTM」は 
ケマーズ社の商標です。ライセンスにより株式会社由利
が使用しています。

185

184

181

182

183

183.   LEXUS×Admiral  ボールマーカーセット

202C068　6,150円/セット（税込）

レクサスマークとランパント＊1をモチーフにデザインした 
ボールマーカーと、キャップ装着用クリップのセットです。
素　材 ：   〔ボールマーカー〕亜鉛合金 

〔キャップ装着用クリップ〕鉄、マグネット
サイズ ：   〔ボールマーカー〕レクサスマーク/W30×H20.5mm 

  ランパント/直径26mm 
〔キャップ装着用クリップ〕W55×H20mm

セット内容 ：  マーカー2種類各1個、クリップ1個 
《中国製》

＊1 ランパント
 イギリスの国の象徴であるライオン紋章のひとつです。

181.   グリーンフォーク＆ボールマーカーセット 
（テールフォルム）

211C079　9,150円/セット（税込）

新型LSのパーツをモチーフにデザインしています。キャップ装着
用クリップはテールフォルム、グリーンフォークはヘッドライト、
ボールマーカーはホイールとゴルフボールをモチーフにしています。
素　材 ：   〔グリーンフォーク〕亜鉛合金 

〔ボールマーカー〕鉄、マグネット 
〔キャップ装着用クリップ〕鉄、真鍮、エポキシ樹脂

サイズ ：   〔グリーンフォーク〕W18×H95×D5mm
 〔ボールマーカー〕直径30mm 
 〔キャップ装着用クリップ〕W57×H20mm 
セット内容 ： グリーンフォーク1本、マーカー2種類各1個、クリップ1個 

《中国製》

182.   ボールマーカーセット（テールフォルム）

211C080　5,500円/セット（税込）

素　材 ：   〔ボールマーカー〕鉄、マグネット 
〔キャップ装着用クリップ〕鉄、真鍮、エポキシ樹脂

サイズ ：   〔ボールマーカー〕直径30mm 
〔キャップ装着用クリップ〕W57×H20mm

セット内容 ：  マーカー2種類各1個、クリップ1個 
《中国製》

184.   ゴルフボール Titleist PRO Ｖ１

211C081 1 ダース（3個入り×4）  8,555円（税込）

新配合2.0ZGコアと進化した中間層により、飛距離性能がアップ。
新たに採用したキャストウレタン・エラストマー・カバーがより 
ソフトな打感を可能にし、スピンコントロール性能も向上しました。

《タイ製》

185.   ゴルフボール SRIXON Z-STAR XV

211C082 1 ダース（3個入り×4）  8,555円（税込） 

211C083 半ダース（2個入り×3）  4,280円（税込）

飛距離とスピン性能を高次元で融合させたゴルフボールです。 
新開発2層コアによりボールスピードアップを実現し、新開発 
コーティングによりアプローチのスピン性能も向上しました。

《日本製》

ラウンドに遊び心を。

190.   Tシャツ

サックス Mサイズ 64LXC10130 7,180円（税込） 
 Lサイズ 64LXC10131 
 LLサイズ 64LXC10132 
サーモンピンク Sサイズ 64LXC10133 
 Mサイズ 64LXC10134 
 Lサイズ 64LXC10135

吸水性に優れ、伸縮性のあるソフトな風合いの 
素材を使用し、UV対策に適したTシャツです。後身ごろ下部分 
のミズノランバードマークは再帰反射＊4 素材を使用しています。
素　材 ：   ポリエステル100%　　サイズ ：   S / M / L / LL　　《日本製》

＊4 再帰反射
  自動車のヘッドライトなどの光を反射し、夜の視認性を 
  高めます。

ミズノランバード
マーク

 ｜4月上旬発売予定｜
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