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（画像提供：刀剣博物館）

“ＦSPORT”の切れ味のある走りをインテリアから

も感じさせるために、オーナメントパネルに日本刀

のような刃文を表現できないか。この挑戦的な

発想から生まれた「本アルミ（刃取調仕上げ/シルバー）」。

“刃取り”とは、日本刀の化粧研ぎ工程における

仕上げ作業のこと。その研磨工程と表情豊かで

深みのある刃文の意匠が、“Ｆ S P O RT”の研ぎ

澄まされ、かつ奥深い走りのイメージと重なり

合い、ひいては匠の技やスピリットを印象づける

ことができると予感しました。

開発初期では、まず日本刀について理解すること

から始めました。日本刀の製造現場などにも足を

運び、製造工程を念入りに調査。その上で手作業の

工程をアルミ加工の工程に置き換えていきました。

実際の製品の工程作業では、薄い砥石を細かく

回しながら丹念に研磨を繰り返すことで独特の

表情を生み出します。長い試作期間を経て、ようやく

刀の刃文から感じ取れたような微妙な揺らぎや、

角度によって立体的に見える美しさが現れたの

です。匠の技とスピリットを宿し、磨き上げた走り

の切れ味を表現したオーナメントが、乗る人の心

を幾度となく動かすでしょう。

唯一無二を量産化 磨き上げた走りの切れ味を表現官能を刺激するセダン

STORY OF TH E ES DESIGN  &  TAKUMI CRAFTSMANSHIP

は ど

心を揺さぶる、エモーショナルなセダンを作る。

この強い想いが、ES300hの出発点でした。

レクサスは、先見的かつ独創的でエキサイティン

グなブランドであり続けるために、“挑戦する

デザイン”という言葉を掲げ、既成概念を超越

する勇気を持ったデザインの実現をめざして

います。ES300hのデザインもレクサスの意志と

進化を示す必要がありました。めざしたのは、

セダンとしての居住性を失うことなく、目を奪う

ような美しいデザインでした。

乗る人はもちろん、街で目にする人にも、高揚感

をもたらしたい。しかし、クーペのような低重心

で流麗なラインを求めることは、通常では室内

空間のゆとりを妥協することでもありました。

この二律背反する課題を根本から解決したの

が、GA-Kプラットフォームです。最大の特徴は、ワ

イド＆ローの伸びやかなスタイルを作り出せるこ

と。そのプラットフォームを活かして、ホイール

ベースを長くとり、フロントピラーから流れる

ようなルーフラインを描くことで、シャープな

キャビンでありながら、ゆとりのある室内空間も

確保しました。サイドのドア面には、大胆な動きを

与え、躍動感を表現。そうすることで、流麗さと

抑揚を共存させるデザインに仕上げました。

そして、その深みのある魅惑的なデザインを、

クレイモデラーの熟練の技で形にしていったの

です。

彫りの深い立体形状やシャープなラインを描いた

魅惑的なデザインをクレイモデルで表現しても、

量販車として生産できなければ意味がありません。

ES300hのデザインには、生産する上で大きな課題

がありました。躍動感を表現した抑揚のあるボディ

は、鈑金で成型する際に、再現すべきレベルがあま

りにも高かったのです。「不可能だ」と、デザイン

そのものを見直すことは簡単でしたが、誰も妥協し

ませんでした。このクレイモデルをそのまま量産

する。そのためにフロントピラーの位置、ルーフ

ラインの高さ、サイドの抑揚をミリ単位で調整し、

図面に落とし込み、成型シミュレーションを重ねて

いきました。デザイン、設計、生産技術が一体となった

地道な作業が不可能を可能に変え、ブランドが掲

げる、“挑戦するデザイン”を具現化させたのです。

そしてES300hのデザインは、新たにモダンに進化

しました。ES300hらしさを継承しながら、ブランドと

しての統一感も表現したメッシュパターンのフロ

ントグリル。鋭い眼差しの薄型ヘッドランプユニット。

上質さやエレガントさに磨きをかけながら、モダン

にアップデートした姿が、見る人の心をさらに強く

惹きつけるはずです。
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深まる「静」と、高まる「動」

ドアミラー部分にカメラを搭載し、その映像を室内

のディスプレイに映し出す。従来とまったく異なる

先進的なシステムを採用したデジタルアウター

ミラーをメーカーオプション＊で設定しています。

高性能アウターカメラの採用により、明暗が混在

する場所でもノイズ低減処理と合わせて、ノイズ

感の少ないクリアな映像を実現。またLEDライト

を映す際に起こるちらつきによる煩わしさを

低減しました。

より快適で安心感のあるドライビングのために

生まれたのが、映像の表示エリアを拡大する機能

です。ドライバーは、ドアミラーで確認できない

死角を、時には大きく振り返って、自分の目で

確認します。表示エリアを拡大する機能は、

スイッチ操作やウインカー、リバースシフトに

連動して、従来のドアミラーより広い範囲を

映し出すことができます。ただし、広く見える

だけでは、安心感をもたらすとは言い切れま

せん。広く見える上で、自車と周辺環境との

距離感を分かりやすく伝えること。そのため、

カメラで映し出した映像が、従来と同じように

自然な距離感で表示されるように、幾度となく

調整を繰り返しました。

また、ドアミラーに慣れ親しんだ方にも違和感なく

使用していただくために、通常時にカメラが映し

出す映像範囲は、従来のドアミラーとほぼ同じ範囲

に設定。ディスプレイの位置も、従来のドアミラー

への視線移動と限りなく同じ線上になるように

配慮。その上で、視線を大きく動かさなくても確認

できるように配置しました。

安全への新たなビジョンを体現したデジタルアウ

ターミラーが、まだ体験したことのない安心感を

もたらします。特に車線変更時や駐車時などで、

はっきりと実感していただけるはずです。テク

ノロジーの進化と時代の変化が加速する中、人と

クルマの新たな関係を築いていくレクサス。

ES300hは先進の安全装備で、その関係をより

強固なものにしていきます。

未体験の安心を、明瞭に

STORY OF THE ES PERFORMANCE STORY OF THE ES TECHNOLOGY

  

＊ES300h“version L”、ES300h“F SPORT”に設定。

静は乗り心地と静粛性。動は走行性能。一見相反

する二つの性能をともに向上させながら、どれ

だけ高度なレベルで両立させられるか。それが

ES300hの新しい挑戦でした。

レクサスの原点ともいえるすぐれた乗り心地と

静粛性の向上は、上質な快適性を磨き上げるため

に必要不可欠です。一方、走行性能の向上では、

あらゆる走行シーンで減速、操舵、加速がシーム

レスに繋がる気持ち良さなど、ドライバーの意図

に忠実でリニアな応答の実現をめざしました。

その両立のために足回りを中心に細部まで改良

の手を加え、テストコースを走り込みながら、徹底

的にチューニングを重ねたのです。

まずレクサス独自の手法により、リヤサスペン

ションメンバーブレースの剛性をアップ。特に

ねじりや曲げに対する剛性を高め、乗り心地を

向上させながら、高速のレーンチェンジといった

シーンにおける操縦安定性を両立させ、よりリニア

でドライバーの意のままのドライビングフィール

を実現しています。

ES300h“F SP ORT”には、新型のアクチュエー

ターを用いた最新鋭のAVSを採用。減衰力の低減

や可変幅を拡大することにより、低速域からでも

違いの分かる滑らかな乗り心地と、ワインディング

でも楽しめる操舵応答性や安定性を両立してい

ます。また、ES300h“version L”とES300hには、

サスペンションのストローク速度が極めてゆっくり

な場合から最適な減衰力を発生するスウィング

バルブショックアブソーバーを採用しています。

さらに、電子制御ブレーキシステムの制御定数の

変更やブレーキペダルパッド形状の変更など、

さまざまなアプローチでブレーキのコントロール

性を向上。ドライバーの感性に添った制動を可能

にしました。

走り出した瞬間から、乗る人すべてを深いくつ

ろぎで包み込む、磨き抜かれた上質な快適性。

そして、減速、操舵、加速のシームレスな繋がりや

ドライバーの意図に忠実でリニアな応答により、

あらゆるシーンでドライバーの感性に呼応し、

胸の高鳴るパフォーマンスを発揮する走り。

ES300hが到達した静と動のバランスは、想像の

遙か上にあります。
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D E S I G N

見て、触れて、ときめくセダン

レクサスの「挑戦するデザイン」は、

デザインフィロソフィー、L- f i n e ss e（エル・フィネス）＊と、

既成概念を超越する勇気、

挑戦的な意思決断から生まれます。

同時にそこには、相反する要素を

妥協することなく調和させ、新しい価値を生み出すという

日本の伝統的な美意識も息づいています。

低重心で美しいプロポーションと

人を中心に考えられた快適な空間を融合。

魅惑的なデザインを突き詰めたES300hは、

見る人を惹きつけ、触れる人に高揚感をもたらします。

＊LはLeading-Edge、先鋭。f i nesseは日本の文化が生んだ感性や巧みさを意味する、精妙。は日本の文化が生んだ感性や巧みさを意味する、精妙。 1716



スムーズなタッチ操作が行える

12.3インチディスプレイオーディオ

（コネクティッドナビ対応）Plus

人間中心の考え方に基づき、ナビゲーションなどの

マルチメディアシステムをスムーズなタッチ操作で

直感的に使いこなせるタッチディスプレイを採用。

ドライバーとの最適な距離と角度を探求し、画面の

隅まで無理なく手が届き、操作できる位置にレイ

アウトしています。画面をガラス素材にすることで、

視認性や操作性にも配慮しました。

精緻でモダンなデザイン

センタークラスター&

ヒーターコントロールパネル

レーザーで一本ずつ彫る加工方法から生まれた

精緻なヘアライン加飾のオーナメントを採用。

艶やかなピアノブラック塗装とのコーディネート

により、モダンな雰囲気を演出します。
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D R I V I N G
P E R F O R M A N C E

感性と呼応するドライビング

無駄や遅れのない

スムーズでエレガントなレスポンス。

同時に感じさせる、

体幹の強さ、懐の深さ。

すっきりと奥深いパフォーマンスは、

アドレナリンが湧き出るような体験をもたらし、

レクサスの独自性を印象づけます。

ブレーキを踏み、ステアリングを切り、アクセルを踏む。

一連の操作に込めたドライバーの意図は、

ES300hの忠実でリニアな応答によって

シームレスな走りへと変換されます。

いつもの道からロングドライブまで、

一体感のある爽快な走りをお楽しみください。
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作動イメージ

※装備類の詳しい設定につきましては、  主要装備一覧表でご確認ください。

すぐれた運動性能を引き出す

GA-Kプラットフォーム

デザイン、車両運動性能、乗り味、静粛性、安全性など、すべてにおいて、すぐれた

ES300hを開発するために、クルマの基盤であるプラットフォームを徹底的に

作り込みました。GA-Kプラットフォームは、低重心化と前後荷重配分の適正化

やジオメトリーを最適化することでドライバーの意図通りにクルマが反応し、

高い直進安定性や速く安定したコーナリング、アクセルを踏んだときの

気持ちの良い加速感をもたらします。さらに、室内に伝わる振動・ノイズを

伝達経路のみならず、エンジンやタイヤといった源流まで遡って低減する

ことで、快適な乗り心地と高い静粛性を両立しました。

切れ味と乗り心地を両立する

パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）

車両の前後に「パフォーマンスダンパー®」を設定。走行中に生じるボディの

ねじれや微振動を速やかに吸収し、ハンドリング特性をいっそうシャープに

するとともに、すぐれた乗り心地にも貢献します。

P L A T F O R M

意のままの走りを生み出すプラットフォーム

L E X U S  H Y B R I D  D R I V E

アクセルを踏むことをさらに楽しく

滑らかな加速フィーリングを実現した

2.5ℓエンジン

動力性能と燃費性能、環境性能を高次元で発揮する2.5ℓエンジンを搭載

しています。エンジンの基本骨格を見直し、ロングストローク化、高効率吸気

ポートを採用し、燃焼室内の気流を高め、高速燃焼を実現しました。さらに、

マルチホール直噴インジェクター、連続可変容量オイルポンプ、可変冷却

システム、吸気バルブの吸気側にVVT-iEなどを採用し、すぐれた出力性能と

同時に高い燃費性能も実現しました。

思い描いたラインを気持ち良くトレースする

アクティブコーナリングアシスト［ACA］

ワインディング走行等のシチュエーションで、思い描いたラインを走行できる

ようにサポートします。コーナリング中、アクセルを踏み込んだときに発生し

やすい車両のアンダーステアを抑制し、すぐれた旋回性能を確保。高い車両

安定性を実現します。

すぐれた燃費性能と動力性能を両立した

ハイブリッドシステム

すぐれた燃費性能はもちろん、これまでのハイブリッドモデルのイメージを

一新したシステムです。2.5ℓエンジンの高いレスポンス、小型・軽量・高効率

化を実現させたハイブリッドユニットと高次元で融合させたハイブリッド

制御により、ドライバーのアクセル操作に即応し、さらにスムーズで伸びの

ある自然な加速感を実現しています。

安定感のある走りを支える

サスペンション（フロント・リヤ）

フロントサスペンションは、ジオメトリーの最適化を図り、すぐれた操舵応答性と

旋回姿勢、上質な乗り心地を実現。リヤサスペンションは、アーム配置を最適化した

トレーリングアーム式ダブルウイッシュボーンサスペンションを採用。路面の凹凸を

スムーズにいなすことで、操縦安定性と乗り心地を高次元で両立しています。

さらには、リヤサスペンションメンバーブレースを1枚板による構造から2枚の板を

合わせた構造に変更することで剛性を向上。特にねじりや曲げに対する剛性を

高め、乗り心地を向上させるとともに、高速のレーンチェンジといったシーンに

おいても、よりリニアで、ドライバーの意のままのドライビングフィールを実現します。

ボディの微小な動きにも応答する

スウィングバルブショックアブソーバー

フロントとリヤのサスペンションにスウィングバルブショックアブソーバーを

設定。走り出してすぐの低速域から高速走行時まで、わずかな路面の凹凸に対

しても最適な減衰力を確保しました。フラットな車両姿勢によるすぐれた安定

感や、高速走行時のしなやかな乗り心地を実現しています。

標準装備

“version L” ES300h

制御あり
（アンダーステア傾向を抑制）

制御なし
（アンダーステア傾向）

駆動力

駆動力

制御力

ヨーモーメント発生をアシスト

“version L” “F SPORT”

ES300h
Fuel Consumption

22.3km/ℓ（WLTC MODE）

1 8 .1 km/ℓ（市街地モード）
24.7km/ℓ（郊外モード）
23.1 km/ℓ（高速道路モード）

25. 1 km/ℓ（JC08 MODE）

System Power＊
Maximum Power: 160kW（218PS）

L4  2.5ℓ（A25A-FXS）
Displacement: 2.487ℓ
Maximum Power［NET］: 131 kW（178PS）/5,700r.p.m.
Maximum Torque［NET］: 221 N・m（22.5kgf・m）/3,600～5,200r.p.m.

Motor （3NM）
Maximum Power: 88kW（120PS）
Maximum Torque: 202N・m（20.6kgf・m）

＊ エンジンとバッテリーにより、ハイブリッドシステムとして発揮できる出力（社内算定値）。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（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。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を
受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

エンジン回転速度（×1,000r.p.m.）
1 2 43 5 6 7

出
力
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ト
ル
ク
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220

200

180
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S A F E T Y
Lexus Safety System ＋

人・クルマ・交通環境の「三位一体の取り組み」とともに、

実際の事故から学び、改善を繰り返す「実安全の追求」の推進から生まれた

予防安全システムが「Lexus Safety System＋」です。

2種類のセンサー（ミリ波レーダーと単眼カメラ）による

高い認識性能と信頼性、事故低減効果の高い予防安全装備のパッケージ化、

そして、世界トップレベルの歩行者検知機能付衝突回避支援を実現しながら、

これまで取り組んできた安全システムの連携を進化させました。

この革新的な予防安全システムにより、レクサスは、皆さまに高い安心感をご提供します。
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作動イメージ

衝突
……ミリ波レーダー

……単眼カメラ

衝突の
可能性高

Ａ：ブレーキ踏力を強力にアシスト

衝突の
可能性あり

先行車・歩行者・
自転車運転者
検知

衝突
不可避

B：ブレーキを踏めなくても減速

先行車・歩行者・
自転車運転者検知

経過時間

A

B

警報ブザーとディスプレイ表示で危険をお知らせ

先行車追従支援
作動時の
画面表示例

ステアリング保持
注意喚起時の
画面表示例

カラーヘッドアップ
ディスプレイ

マルチインフォメーション
ディスプレイ

衝突の可能性があると
判断した際、警報を実施

ドライバー
による回避操舵

車両安全性確保
自車線からの
逸脱抑制を支援

作動イメージ

自車

大回り

小回り

歩行者
（対向方向）

歩行者
（対向方向）対向車

警報

自車

警報

自車

作動イメージ

ブレーキ

ブレーキ

作動イメージ

①②に基づき、車線維持に必要な
ステアリング操作支援を実施。

渋滞の時など白（黄）線が
見えにくい、または見えない場合、
②を利用して先行車に
追従する支援を実施。

②先行車の走行軌跡

①単眼カメラでの白線認識

自車

先行車

A D V A N C E D  S A F E T Y  ［ Lexus Safety System＋］

ドライバーに安心感をもたらす、予防安全システムをパッケージ

前方の車両や歩行者（昼夜）、自転車運転者（昼）をミリ波レーダーと単眼カメ

ラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の

可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシスト。

ブレーキを踏めなかった場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避

または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車

運転者に対しては自車が約10～80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者

との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポート

します。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停止車両

に対し自車の速度が約50km/hの場合は、衝突回避または被害軽減をサポート

します。なお、対向車に対しては減速して衝突時の速度低減をサポートします。

ミリ波レーダーと単眼カメラを使って先行車を認識し、車速に応じた車間距離

を保つことで追従走行を支援します。先行車が停止したときは、自車も停止し

て停止状態を保持。先行車が発進したときは、ドライバーの操作によって発進

し、追従走行を再開します。高速道路の渋滞走行時など停止発進を繰り返す

シーンで、ドライバーの運転負荷を大幅に軽減します。ミリ波レーダーの検知

角度広角化と、単眼カメラによる広い前方認識範囲により、特に前方車両に対

する割り込み検知にすぐれた認識性能を確保しています。また、約80km/h以上

で、ウインカー操作をした際は、遅い先行車がいても、追い越しに向け徐々に

加速を開始し、スムーズな走行を支援します。さらに、レーダークルーズコント

ロールで走行中、システムが必要と判断した場合、ステアリングの切り始めで

速度抑制を開始するカーブ速度抑制機能を装備しています。

※本機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、
道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合が
あります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

車間距離を保ちながら追従走行する

レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

交差点と緊急時でのサポートが進化した

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］

検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

車線をトレースして運転支援する

レーントレーシングアシスト［LTA］

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

高速道路や自動車専用道路を走行中、レーダークルーズコントロール（全車速

追従機能付）の作動時に、車線維持に必要なステアリング操作支援を行うこと

でドライバーの運転負荷を軽減します。また、レーダークルーズコントロール

（全車速追従機能付）を使用していない場合でも、車線逸脱警報機能、車線

逸脱抑制機能は作動可能です。
車線維持支援機能
緩やかなカーブでの支援に加え、滑らかに
ふらつき少なくレーン中央をキープする
走行が可能です。カメラ認識技術の向上
により、レーントレース性能が大幅に向上
しました。白（黄）線が検出困難な場合でも
先行車に追従する支援を行います。また、
曲がりきれず車線を逸脱する可能性があ
る場合には、表示による注意喚起を行い、
ドライバーのステアリング操作を促しま
す。さらには、カメラによる車線認識性能
の向上により、カーブの大きさに合わせて
あらかじめ減速。カーブ走行時の横Gを
つねに一定にすることで、安定した快適な
走行を実現するとともに、より半径の
小さなカーブでも途切れのない運転支援
を可能にしました。
※状況によっては注意喚起が表示されない
場合があります。

車線逸脱警報機能 / 車線逸脱抑制機能
車線から逸脱するおそれがある場合にカラーヘッドアップディスプレイ、マルチインフォメーションディスプ
レイへの表示、およびステアリングの振動または警報ブザーにより警告するとともに、車線からの逸脱を避
けるためのステアリング操作を支援します。さらに、車線の判断については、白線だけでなくアスファルトと
草・土・縁石などの境界から逸脱すると判定した場合も支援します。

※カラーヘッドアップディスプレイはES300h“version L”に標準装備。ES300h“F SPORT”、ES300hにメーカーオプション。
※安全性の観点から、ドライバーはステアリングを持ち続ける必要があります。手を放すと、車線逸脱
抑制機能と車線維持支援機能が停止します。
※レーントレーシングアシスト［LTA］は自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもない
ため、運転者はつねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路を修正し、安全運転
を心がけてください。
※車線逸脱警報機能（車線維持支援機能中は除く）、車線逸脱抑制機能は約50km/h以上で作動します。
※例えば次のような条件下では、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に
作動しない場合があるため、使用しないでください。●車線と見間違えるような路側構造物がある時（ガードレー
ル、反射ポールなど）●分合流付近を走行中●急カーブを走行中●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時　など

※例えば次のような条件下ではシステムの作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報
機能、車線逸脱抑制機能の作動をキャンセルする場合があります。●車線を見失った時 ●ドライバー
の追加運転操作を検知した時（ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など）　など
※車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は走路の境界がはっきり見えない場合、または直線的ではない
場合には正常に作動しない場合があります。
※故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為はたいへん危険です。絶対に
おやめください。
※車線維持支援機能が先行車に追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、
または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそれが
あります。先行車がふらついた時は、自車もふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。

標準装備 メーカーオプション

遠方にいる歩行者をいち早く照らす

ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム［AHS］

夜間の視認性を飛躍的に高めるブレードスキャン®AHS。高速回転するブレード

ミラーにLEDの光を反射させ、その残像効果によって滑らかに前方を照らし

ます。また、ブレードミラーの回転に合わせてLEDの点灯･消灯を制御することで、

照射エリアと遮光エリアをきめ細かく調整。遠方の歩行者や路肩、標識などを

より早く認知できる配光を実現します。さらに、先行車や対向車に直接

ハイビームを当てないように部分的に遮光するなど、夜間走行時のストレスを

軽減し、安全運転に寄与します。

＊三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&LEDターンシグナルランプ（フロント）、ブレードスキャンⓇ

アダプティブハイビームシステム［AHS］、ヘッドランプクリーナー、マルチウェザーライトは同時装着となります。

“version L” “F SPORT”   ES300h ＊

※道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。詳しくはレクサス販売店
におたずねください。

道路標識を表示し告知も行う

ロードサインアシスト［RSA］

単眼カメラで認識した「最高速度」「はみ出し通行禁止」「車両進入禁止」

「一時停止」の道路標識を、マルチインフォメーションディスプレイに表示

します。カラーヘッドアップディスプレイには、「最高速度」もしくは「車両進入

禁止（告知時）」の道路標識を表示。道路標識の見落としを減らし、安全運転を

促します。また、単眼カメラによって認識された「最高速度」「はみ出し通行

禁止」「車両進入禁止」の道路標識に対し、

違反動作を行っているとシステムが判断した

場合、表示の反転や点滅でドライバーに告知

する機能もあります。

※カスタマイズにより、ブザー音（「最高速度」「車両進入禁止」）/ステアリング振動（「はみ出し通行禁止」）を
作動させることや、告知無しにすることも可能です。
※道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。詳しくはレクサス
販売店におたずねください。
※カラーヘッドアップディスプレイはES300h“version L”に標準装備。ES300h“F SPORT”、ES300hにメーカーオプション。

車線内の停車と救命要請を自動で行う

ドライバー異常時対応システム

レーントレーシングアシスト［LTA］制御中にドライバーの無操作状態が継続して

いる場合、音と表示と緩減速による警告でドライバーに操作を促すほか、

ハザードとホーンで車外に異常を報知しながら自車線内に減速停車し、自損･加

害事故の回避･事故被害低減を支援します。停車後は、ドア解錠やヘルプネット®＊

自動接続による救命要請も行い、早期のドライバー救命･救護に寄与します。

＊ヘルプネット®はG-Linkに含まれるサービスです。G-Linkのご利用には別途契約が必要となります。
詳しくは44ページをご覧ください。
※ドライバー異常時対応システムは自動車専用道路 (一部を除く) を約50km/h以上で走行している場合に作動します。
体調異常を直接検知できるわけではないため、システムが正常な運転操作と判定した場合は作動しません。

ロー・ハイビームを自動で切り替える

オートマチックハイビーム［AHB］

夜間走行時に、周囲の明かりの状況によりハイビームで走行可能と判断

した場合、ロービームをハイビームに自動的に切り替え、前方視界確保を

支援します。

※ロー・ハイビームの切り替え自動制御には状況により限界があります。運転時はつねに周囲の状況に注意し、
必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。

ES300h

ご使用になる際の

お客さまへのお願い

Lexus Safety System ＋を安全にお使いいただく上での留意事項説明
Lexus Safety System ＋は予防安全パッケージです。
ご契約に際し、Lexus Safety System ＋、およびその各システムを安全にお使いいただくための留意事項についてご説明いたします。

運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。
各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
車両姿勢が変化する架装･改造や、各システムのカメラ･センサーを遮るような架装･改造を行うと、各システムが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な
傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
ご使用の前には、あらかじめ取扱説明書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。

■
■
■

■

機能説明
情報はこちら

2019年度JNCAP＊1予防安全性能評価＊2「ASV＋＋＋賞」を受賞。
ESの高い予防安全性能が評価されました。
＊ 1 .自動車アセスメント（JNCAP：Japan New Car Assessment Program）：国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構が、安全な自動車の普及を促進する目的で、1995年度より公表している自動車安全情報。
＊2. 予防安全性能評価：先進技術を搭載した自動車の安全性能について、安全性を点数に応じASV＋～ASV＋＋＋の3段階で評価。     

最高速度標識表示

作動イメージ

High Beam

先行車の発進を知らせる

（付帯機能）先行車発進告知機能［TMN］

先行車の動きをミリ波レーダーと単眼カメラで検出し、自車が先行車に続いて

停止後、先行車が発進し一定距離を走行してもなお自車が停止し続けている

場合に、カラーヘッドアップディスプレ

イとマルチインフォメーションディス

プレイ表示、およびブザーで先行車の

発進をお知らせします。

※シフトポジションが「P」「R」以外でブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。シフトポジションが
「N」の時、またはレーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）機能で自車が停止した場合、さらにシフト
ポジションが「D」の時にブレーキホールドを使用した場合は、ブレーキペダルを踏んでいなくても作動します。
※先行車が約4m以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。なお、機能
のON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※カラーヘッドアップディスプレイはES300h“version L”に標準装備。ES300h“F SPORT”、ES300hにメーカーオプション。

カラーヘッドアップ
ディスプレイ

マルチインフォメーション
ディスプレイ

交差点右左折支援
交差点右折時に直進してくる対向車
および右左折時に対向方向から横
断してくる歩行者をミリ波レーダー
と単眼カメラで検出。ブザーと表示
で衝突の可能性を知らせ、その後プ
リクラッシュブレーキを作動。衝突
回避または被害軽減をサポートしま
す（自転車運転者は検知しません）。

緊急時操舵支援
歩行者、自転車運転者、車両と衝突
する可能性が高く、自車線内に回避
するための十分なスペースがあると
システムが判断した場合で、ドライ
バーの回避操舵があったとき、操舵
支援を行い、車両安定性確保と車線
逸脱抑制に寄与します。

※回避するための十分なスペースがない、また、回避先に
物があるとシステムが判断した場合には作動しません。

低速時加速抑制
低速時の自車の直前にいる歩行者、自転車運転者、車両をミリ波レーダーと単眼カメラで
認識。前方に対象物がある状態で、停車または徐行状態からアクセルペダルが必要以上に
強く踏み込まれた場合には、エンジン出力を抑制または弱いブレーキをかけることで
加速を抑制し、衝突回避または被害軽減をサポートします。

※本機能はパーキングサポートブレーキ（静止物）の対象物である壁などに対しては作動
しないシステムで、パーキングサポートブレーキ（静止物）の代替機能となるシステム
ではありません。
※プリクラッシュブレーキは、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界
があり、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態、歩行者や自転車
運転者の状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくはレクサス販売店に
おたずねください。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。
数値は社内測定値。
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悪天候時 後続車のヘッドランプ入射時 夜間時

鏡面ミラーモード デジタルインナーミラーモード

ウインカー連動時（作動イメージ） リバース連動時（作動イメージ）

通常のドアミラーでは見えないエリアを表示することで、後方確認を
サポート。また、ドライバーが距離感を見誤らないように通常時の
表示範囲を緑枠で表示します。

車両挙動と操作感覚が合うように画面比率を維持したまま、なるべく
広い範囲を表示します。

通常 表示エリア拡大 通常 表示エリア拡大

O T H E R  S A F E T Y

安心感につながる先進安全テクノロジー

広い視認エリアと夜間や雨天時のクリアな視界を確保する

デジタルアウターミラー

室内に設置した5インチのディスプレイに車両左

右後方の映像を表示。右左折時や後退時の死角

を低減し、視線移動を抑えることで、安全運転を

支援します。高性能アウターカメラが夜間でも

クリアな映像を実現。鏡面ミラーよりも小型の

ため、斜め前方の見通しも確保しています。

映像で後方の安全確認をサポートする

デジタルインナーミラー

車両後方カメラの映像をワイドミラーのディスプレイに表示します。切替レバー

を操作することで、鏡面ミラーモードからデジタルインナーミラーモードに切り

替えることができます。後席の人やヘッドレストに遮られることなく、映像によ

る後方の安全確認を可能としたほか、夜間の視認性確保、電動リヤウインドゥ

サンシェード使用時の視界確保、後席乗員のプライバシー確保に寄与します。

車両後方に設置したカメラ性能を向上。夜間の暗い場所や明暗が混在する

場所の視認性を確保するためにノイズ低減処理を施し、ノイズ感の少ないクリ

アな映像を実現。またLEDライトのちらつきによる煩わしさを低減しました。

※初めての走行前や運転者が代わる場合には、必ずミラーの調整を安全な場所に停車して行い、走行中には絶対に行わないでください。調整を行わずに走行すると、映像が二重映りする場合があります。
また、ムーンルーフからの外部光による反射でディスプレイが見えにくい場合にはシェードを閉めてください。体調・年齢などにより、画面に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。また着雪や雨滴、汚れ等により
映像が見えづらくなる場合があります。その場合には鏡面ミラーモードに切り替えてご使用ください。
※夜間など暗い場所では周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する場合があります。

■夜間や明暗が混在するシーンでも、すぐれた視認性を確保

アウターカメラの性能を向上。夜間の暗い場所や明暗が混在する場所の視認性を確保するためにノイズ低減処理を施し、ノイズ感

の少ないクリアな映像を実現。またLEDライトのちらつきによる煩わしさを低減しました。カメラに霜などが付着した時や曇りが

発生した場合は、カメラヒーターを作動させることで除去できます。

■右左折時や後退時の表示エリアを自動で拡大

ウインカー操作やリバース操作に連動して、表示エリアを自動で拡大させることが可能です。スイッチ操作で一時的に表示エリア

を拡大することもできます。

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

■デジタルアウターミラーの注意点
※走行前には、必ずミラーの表示範囲調整を安全な場所に停車して
行い、走行中には絶対に行わないでください。調整を行っていない
と、映像が正しい方向を表示していない場合があります。
※デジタルアウターミラーのリバース連動・ウインカー連動・スイッチ
操作による表示エリア拡大時には、通常映像時とは映像に映る
人・物・車両のサイズが異なります。あらかじめ両者の映像の見え方
を確認の上、ご使用ください。
※後続車のライトがちらついて見える、映像の色と実際の色が異
なって見える、夜間に後続車のヘッドライトの周囲が白くぼやけて
見えるなどの現象が発生することがありますが、異常ではあり
ません。
※体調、年齢などにより、ディスプレイに焦点が合うまで時間が
かかる場合があります。焦点が合わせづらいと感じたときは、
安全な場所に停車し、ディスプレイの明るさを調整するなどし、
焦点が合うまで運転は控えてください。
※運転中は、目視による車両周辺の安全確認も行ってください。
※立体駐車場など明るい場所と暗い場所が混在する場所や、夜間
に後方車両のヘッドライトが映された場合などに、周囲が暗く
映る場合があります。
※カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な
映像を見ることができません。霜などはカメラヒーターを作動させ
除去し、泥などの異物は大量の水で汚れを流した後、水で湿らせた
柔らかい布でカメラレンズを拭いてください。

ミラースイッチ（運転席ドア）

アウターカメラディスプレイ（運転席側）

標準装備 メーカーオプション

十字キー
（左右選択されていない
状態で押すと
表示エリア拡大表示）

電動格納ボタン

ON/MENUボタン

左右選択ボタン

“version L”   “F SPORT”＊

＊パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）を選択した場合に装着可能となります。

“version L”   “F SPORT”

パーキングサポートブレーキ（静止物）［PKSB］

パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）［PKSB］ パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］

接触事故の低減に寄与する駐車支援システム

パーキングサポートブレーキ［PKSB］

※本機能は、ドライバーの運転支援を目的として
いるため、機能には限界があり、道路状況、車両
状態、天候状態およびドライバーの操作状態等に
よっては、作動しない場合があります。本機能を
過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転
してください。詳しくはレクサス販売店におたずね
ください。
※パーキングサポートブレーキ［PKSB］が作動した
場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、
そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペ
ダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、
再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退で
きます。
※立体物に対しても作動することがあります。ブレー
キ作動後はブレーキを踏んで周囲の確認をお願い
します。

※ カラーヘッドアップディスプレイは ES300h“version L”に標準
装備。ES300h“F SPORT”、ES300hにメーカーオプション。

※ デジタルアウターミラーはES300h“version L”、ES300h“F SPORT”
（パノラミックビューモニター［床下透過表示機能付］選択時）に
メーカーオプション。

※ 字光式ナンバープレートは装着できません。

低速走行時に壁などの静止物までの距離と危険度を、カラーヘッドアップディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイ、

およびフロント・リヤブザーなどでお知らせします。低速走行時に壁などの静止物と衝突する可能性が高いと判断した場合、

衝突被害軽減ブレーキをかけます。

後退して出庫する際、自車後方の歩行者の存在を、12.3インチ

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus、および

リヤブザーでお知らせします。自車後方の歩行者と衝突

する可能性が高いと判断した場合、衝突被害軽減ブレーキ

をかけます。

“version L”

全車

後退して出庫する際、自車後側方から接近する車両の存在を、

ドアミラーまたはデジタルアウターミラーディスプレイ、12.3

インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）

Plus、およびリヤブザーでお知らせします。自車後側方から

接近する車両と衝突する可能性が高いと判断した場合、衝突

被害軽減ブレーキをかけます。
全車

  “F SPORT”＊   ES300h＊

＊パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）と同時装着となります。

前進時

ブレーキ

作動イメージ

ブレーキ

後退時
作動イメージ

後方歩行者後退時

ブレーキ

作動イメージ

ブレーキ

作動イメージ

自車

検知対象範囲

検知対象範囲

ブレーキ

後方接近車後方接近車

※安全装置の各機能の作動には、速度や対象物等の条件があります。また、
各機能はドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界が
あり、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、
取扱説明書、または lexus. jpをご覧いただくか、レクサス販売店におたずね
ください。
※安全装置はドライバーの安全運転を支援するためのものです。機能を過信
せず、安全運転を心がけてください。

ESは「セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞」です。
セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞（サポカーS＜ワイド＞）は、政府が交通事故防止対策の
一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキ［対歩行者・対車両］、ペダル
踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトなどの安全運転を支援する装置を
搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。
■Lexus Safety System＋ /パーキングサポートブレーキ［PKSB］
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心を解放し、くつろぎをもたらす空間へ

誰もが上質な快適性を感じられる室内をめざし、

どの席においても包まれ感のある居心地の良さを追求しました。

落ち着きのある室内空間で、くつろぎの時間をご堪能ください。

C O M F O R T
人を中心にした空間のあり方を考え抜く。

レクサスのインテリアにおける基本となっているのは、

人の気持ちを先取りするような

技術や配置が織り込まれた空間デザインです。

この美意識は、見るもの、聞こえるもの、触れるもの、

そのすべてに息づいています。

※写真は停車状態のイメージです。走行時にはシートベルトをご着用ください。 3130



R E A R  S P A C E

くつろぎの時間を味わうリヤスペース

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

座る姿勢から考え抜き、快適な座り心地を提供する

リヤシート

後席の乗員にくつろぎの時間を堪能してもらうために、フロントシート同様に

着座姿勢から検証したリヤシートを採用しました。シート骨格をはじめとする

基本性能から磨き上げることで、快適な座り心地を追求しています。また、

“version L”には、電動リクライニング機能、コントロールパネル付のアームレスト、

シートヒーターを設定。エアコンやオーディオ、電動リヤウインドゥサンシェード

などを操作することもできます。細部に至るまで質を追求した意匠と機能に

より、上質な時間をお届けします。

心に落ち着きをもたらし、ゆったりと過ごせる

後席空間

後席に乗車する大切なご家族やご友人、お客さまに居心地の良さを感じて

いただくために、開放的かつ安心感のある空間をめざしました。足元スペースは、

前席との間にゆったりとしたスペースを確保。さらにGA-Kプラットフォーム

を採用したことで、ゆとりある乗降スペースと頭上スペースも確保し、ストレス

フリーの後席空間に仕上げました。また、フロアカーペットやシート周りなど

広範囲に吸音材や遮音材を配置し、車室内の高い静粛性も実現しています。

流麗なフォルムからは想像できない、広々とした後席空間をご堪能ください。

F R O N T  S P A C E

操作性にすぐれたフロントスペース

人を中心に考えたレクサス独自の空間づくり

シートインコントロール

レクサスには、人間中心のインテリア思想に基づいた、シートインコントロール

という独自の考え方があります。運転席は、高い安全性と運転に集中できる

空間を追求。姿勢変化や視線移動を少なくするために、スイッチ類などの

操作系は、すべて手元操作でコントロールできるよう、シートを中心に配置。

メーターやナビゲーションディスプレイなど表示系の高さを統一し、視線の上下

移動も軽減しました。また、インストルメントパネルからドアトリムへとつながる

水平軸が、広がり感のある空間を演出。運転に集中できるドライバーズ空間と

快適にくつろげるパッセンジャー空間を両立しています。

運転席10Way＆助手席8Way調整式パワーシート

（運転席・助手席4Way電動ランバーサポート・ポジションメモリー・助手席肩口パワーシートスイッチ付）

フロントシートは、骨盤角度から検証し、疲れにくい運転姿勢を追求。さらに

姿勢くずれを低減するホールド性と包まれ感のあるクッション性も追求し、

長時間のドライブであっても快適な座り心地を実現しました。また、スイッチ

操作で前後上下4方向に動くランバーサポートを運転席と助手席に設定。

体格に合わせて最適なドライビングポジションを選択することも可能です。

機能だけではなく、センターコンソールとドアアームレストへと連続する

シートデザインに、自由な曲線が織りなすキルティングを施し、美しさも

追求しています。 “version L”

標準装備

3332



C D

C D

B

B

A
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※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

N AV I GAT I O N  &  SO U N D  SYST E M

ドライブ時間を心地良くする、先進のマルチメディアシステムとオーディオ

臨場感のある音に包み込まれる

“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

ハイエンドオーディオというジャンルを確立したマークレビンソンが掲げる、

サウンドシステムのコンセプト「Mark Levinson PurePlay」に基づいて開発。インス

トルメントパネルからドア上端につながるショルダーラインの高さに、まったく

同じ性能を持つ7つのUnity™スピーカーをキャビンを囲むように配置。前後席

ともにスピーカー位置が耳に近くなり、音源からの遮蔽物が減少することで、

クリアな音源をお届けします。また、Quantum Logic Immersion（QLI）サウンド

テクノロジーにより、自然な包まれ感、正確なステージ感・定位・ダイナミクス

再生を実現。さらに、Clari-Fi™（クラリファイ）圧縮音源復元テクノロジーに

より、音楽ファイルの圧縮時に

失われた低音・高音の補完、圧

縮時に生じた歪の除去を可能

にし、自然なボーカルの質感や

ステレオ感までも復元。ハイレ

ゾ再生にも対応しています。

2つの音が立体的に室内へ拡がる

レクサス ESプレミアムサウンドシステム

Ultimate Liveness（演奏会場の熱気と空気感が感じられ臨場感ある音楽再生）を

コンセプトに、音源を忠実に再生し、躍動感まで余すことなく再現。ツィーターと

ミッドレンジを組み合わせた9cmCSTドライバー搭載のスピーカーをインストル

メントパネルに対し角度をつけて搭載することで、フロントガラスに反射する

音と直接音が効果的に室内へ拡がり、奥行きのある立体的なサウンドを実現

しています。また圧縮音源の高音域をクリアに再生し、携帯音楽プレーヤー

も高音質でお楽しみいただけるほか、ハイレゾ再生にも対応しています。

“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
［AM・FM・DTV・17スピーカー］

メーカーオプション

“version L” “F SPORT”

レクサスES
プレミアムサウンドシステム

A・D 9 cmミッドレンジ
B 9 cm CST
C 1 8 cmウーファー
E 25 cmサブウーファー

＊ 1 .車載ナビの地図データは初度登録日から3年間は自動で更新されます。
        4年目以降は有料の全地図更新を購入いただくことで地図更新できます。
＊2.通信圏外エリアや通信障害時等、通信環境によって車載ナビを使ったナビ機能を使用します。

※日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にロゴを冠しています。
※トヨタ自動車（株）と複数の日本オーディオ協会会員企業による協業によりハイレゾ定義に準拠した製品となって
おります。一部スピーカーの変更/オーディオの変更をした際には、ハイレゾ音質をサポートしません。

鮮度ある情報でドライブをアシスト

コネクティッドナビ

G-Link契約でご利用いただけるセンター通信型のナビ機能です。
従来のナビゲーションよりもリアルタイムな情報提供を可能にしました。例えば飲食

店検索では、口コミ点数や営業時間を検索結果の一覧に表示します。また、駐車場

検索では、料金や空き状況を地図上に表示するなど、目的地の選択に役立つ幅広い

情報を提供します。

【サービス】
駐車場検索

【表示コンテンツ】
・ブランドアイコン
・満空情報
・料金情報

【サービス】
グルメ検索

【表示コンテンツ】
・食べログの
レーティング（口コミ）
・営業時間

G-Link解約後

特徴

必要な契約

車載ナビ機能＊1を利用可

G-Link

・車載機にナビデータを保持する、G-Linkセンター通信型ナビ

・G-Linkセンター内の最新の目的地情報と地図データを利用可能＊2

コネクティッドナビ（車載ナビ有）＊1

G-Link
センター

地図
データ

車載ナビ

「Hey レクサス」などと話しかけるだけで利用できる

エージェント（音声対話サービス）

最新エージェントは、一切のスイッチ操作なく「Ｈｅｙレクサス」とクルマに

話しかけるだけで起動。スマートセンターのコンテンツを利用して目的地

検索やニュース、天気予報などの情報提供、ナビゲーションやオーディオ

操作にも対応しています。

※ステアリングのトークスイッチを押して発話することでの起動も可能です。

■起動ワードに対応
　「Ｈｅｙレクサス」など声でエージェントを起動。起動ワードは自由に設定できます。

■ナビゲーションやオーディオ操作にも対応
　「地図を拡大して」「FM〈周波数〉に合わせて」「温度をあげて」などの操作も可能です。

詳しくは右記取扱説明書サイト（https://manual.lexus.jp/）でご確認ください。

■オーナー様の嗜好を考慮した飲食店検索
オーナー様の目的地設定情報を学習し、おすすめの飲食店を検索します。

■「エージェント＋」で先読み案内
ルート設定に関係なく日常の走行情報から先読みして役立つ情報を提供します。　
※G-Link契約が必要です。

「エージェント＋」で先読み案内
ルート設定に関係なく日常の走行情報から先読みして役立つ情報を提供しま

契約が必要です。

Hey レクサス！

エージェント ※画面はイメージです
Apple CarPlay 画面 ※画面はイメージです

スマートフォンと12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ

対応）Plusを連携させるApple CarPlay 、Android  Auto™に対応。音楽再生や

ハンズフリー通話、メッセージの送受信など、お気に入りのアプリケーションを

車内でもスムーズにお使いいただけます。Apple CarPlayは、従来のUSB接続

に加え、Wi-Fi®による無線接続にも対応します。

◎Apple CarPlay / Android Auto™に対応＊

◎地上デジタルTVチューナーを標準装備

◎センターコンソール上部のUSB Type-Aに接続して、携帯音楽プレーヤーやUSBメモリー

（MP3/WMA/AAC/WAV（LPCM）/FLAC/ALAC/OGG Vorbis）を再生

◎Bluetooth®AVプロファイル対応の携帯音楽プレーヤーをワイヤレス再生　

◎Bluetooth®対応の携帯電話によるハンズフリー通話

＊ご利用にはU S Bケーブルが別途必要です。A p p l e  C a r P l a yのみ、U S B接続に加え、Wi - F i ®による
　無線接続に対応します。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※Apple CarPlay/Android Auto™は、
機種やOSのバージョンによっては
正常に作動しない場合があります。
詳細はWEBサイトをご確認ください。

※走行中は安全のため一部操作で
きない機能があります。

※T V放送は安全のため走行中は
画像が消え、音声のみとなります。
外部メディアの映像は、録画機器の
種類によって再生できない場合が
あります。詳しくはレクサス販売店
におたずねください。

Apple CarPlayやAndroid Auto™に対応した

オーディオ&ビジュアル機能

機能詳細は
こちらから
ご確認くだ
さい。
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F  S P O R T
レクサススポーツの血統を継承するスポーティバージョン

LFAを頂点とするレクサススポーツの血統を継承し、

そのアグレッシブな走りと個性を誰もが楽しめることを

コンセプトとする“F SPORT”。

刺激的な走りをさらに磨き上げ、

ドライバーの意思にクルマが即応することで生まれる一体感を

あらゆるシーンでご堪能いただけます。
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※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

E X T E R I O R  &  P E R F O R M A N C E

スポーツマインドを駆り立てる、アグレッシブな個性

“F SPORT”専用スピンドルグリル（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）&“F SPORT”専用サイドガーニッシュ（ダークグレーメタリック塗装）

235/40R19タイヤ＆“F SPORT”専用アルミホイール（ブラック塗装）　　“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロント

LEXUSロゴ）　　　　　　　   “F SPORT”専用エンブレム（フロントフェンダー）　　“F SPORT”専用リヤバンパーロアガーニッシュ

（漆黒メッキ） / “F SPORT”専用ラゲージドアガーニッシュ（漆黒メッキ） / リヤスポイラー

“F SPORT”専用スピンドルグリル（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）&“F SPORT”専用サイドガーニッシュ（ダークグレーメタリック塗装）

235/40R19タイヤ＆“F SPORT”専用アルミホイール（ブラック塗装）　　“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロント

LEXUSロゴ）　　　　　　　   “F SPORT”専用エンブレム（フロントフェンダー）　　“F SPORT”専用リヤバンパーロアガーニッシュ

（漆黒メッキ） / “F SPORT”専用ラゲージドアガーニッシュ（漆黒メッキ） / リヤスポイラー

■1 ■2

■3

■4 ■5

新型のアクチュエーターを用いた最新鋭のリニア

ソレノイド式AVSを採用。油圧制御用ソレノイド

のオイル流量制御バルブの流路を拡大し、低減

衰力にも対応させるとともに、減衰力の可変幅を

拡大することで、上質な乗り心地と操舵応答性

や安定性を両立しました。専用チューニングを

施したサスペンションと相まって、上質で滑らか

な走りからスポーティでアグレッシブな走りまで、

さまざまな走行シーンで高いパフォーマンスを

発揮します。ドライブモードセレクトは、E c o、

Normal、Sport S 、Sport S＋、Customモードに

なります。

新型のアクチュエーターを用いた最新鋭のリニア

ソレノイド式AVSを採用。油圧制御用ソレノイド

のオイル流量制御バルブの流路を拡大し、低減

衰力にも対応させるとともに、減衰力の可変幅を

拡大することで、上質な乗り心地と操舵応答性

や安定性を両立しました。専用チューニングを

施したサスペンションと相まって、上質で滑らか

な走りからスポーティでアグレッシブな走りまで、

さまざまな走行シーンで高いパフォーマンスを

発揮します。ドライブモードセレクトは、E c o、

Normal、Sport S 、Sport S＋、Customモードに

なります。

“F”のエッセンスを注ぎ、走りを追求した

“F SPORT”専用チューニング

“F”のエッセンスを注ぎ、走りを追求した

“F SPORT”専用チューニング

“F”のエッセンスを注ぎ、走りを追求した

“F SPORT”専用チューニング

メーカーオプションメーカーオプション

  “F SPORT”

※　　はメーカーオプションの“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）を装着しています。※　　はメーカーオプションの“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）を装着しています。
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I N T E R I O R

走りへの期待が高まる室内空間

“F SPORT”専用L texスポーツシート（運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付）　 “F SPORT”専用オーナメントパネル（本アルミ〈刃取調仕上げ/シルバー〉）　　

“F SPORT”専用TFT液晶式メーター　 “F SPORT”専用ディンプル本革シフトノブ

“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付） “F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル＆フットレスト

“F SPORT”専用L texスポーツシート（運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付）　 “F SPORT”専用オーナメントパネル（本アルミ〈刃取調仕上げ/シルバー〉）　　

“F SPORT”専用TFT液晶式メーター　 “F SPORT”専用ディンプル本革シフトノブ

“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付） “F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル＆フットレスト

■1

■3 ■4 ■5 ■6

■2

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

すぐれたホールド性を実現する

“F SPORT”専用スポーツシート（フロント）

体圧分布が安定し、ホールド性も高い表皮一体

発泡成型のフロントシートを採用。LCの意匠

イメージを継承し、スポーツイメージを表現し

ました。また、リヤシートの形状はノーマル

シートと同じです。

クルマとの一体感を味わう

“F SPORT”専用TFT液晶式メーター

LFAの可動式メーターリングを継承する8インチ

カラーTFT液晶式メーター。各ドライブモードの

走行状態で伝えるべき情報を大きく表示する

ことで、ドライバーは瞬時に情報を認識すること

ができます。

“F SPORT”専用オーナメントパネル

（本アルミ〈刃取調仕上げ/シルバー〉）

日本刀の化粧研ぎ工程「刃取り」から着想した

オーナメントパネル。職人が薄い砥石で時間を

かけて細かく磨く手法を最新の生産技術で表現し、

磨き上げた走りの切れ味を演出。独自の魅惑的な

パターンを生み出した、揺らぎを入れてウェーブ

させたパターンが見る角度で立体感も感じさせ

ます。

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

すぐれたホールド性を実現する

“F SPORT”専用スポーツシート（フロント）

体圧分布が安定し、ホールド性も高い表皮一体

発泡成型のフロントシートを採用。LCの意匠

イメージを継承し、スポーツイメージを表現し

ました。また、リヤシートの形状はノーマル

シートと同じです。

クルマとの一体感を味わう

“F SPORT”専用TFT液晶式メーター

LFAの可動式メーターリングを継承する8インチ

カラーTFT液晶式メーター。各ドライブモードの

走行状態で伝えるべき情報を大きく表示する

ことで、ドライバーは瞬時に情報を認識すること

ができます。

“F SPORT”専用オーナメントパネル

（本アルミ〈刃取調仕上げ/シルバー〉）

日本刀の化粧研ぎ工程「刃取り」から着想した

オーナメントパネル。職人が薄い砥石で時間を

かけて細かく磨く手法を最新の生産技術で表現し、

磨き上げた走りの切れ味を演出。独自の魅惑的な

パターンを生み出した、揺らぎを入れてウェーブ

させたパターンが見る角度で立体感も感じさせ

ます。
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※印の付いたサービスについては、 G-Link のご契約が必要となります。ご利用に関して、各サービスの詳細は、ホームページをご覧いただくか、レクサス販売店におたずねください。  

L E X U S  T O T A L  C A R E

オーナー様だけの安心と満足を、24時間 3 6 5日。

レクサスを選ぶ理由が、また一つ増えていきます。

・ホテルの紹介・予約 ※

・レストランの紹介・予約※

・国内航空券の予約※

・レンタカー予約の取り次ぎ※

レクサスオーナーズデスク
ご紹介・ご予約サービス

・ナビゲーションの目的地設定 ※

・道路交通情報の案内※

・駐車場の案内 ※

・天気予報・ニュースの配信※

・施設情報案内※

・電話番号の案内※

・ダイヤル先設定※　等

・コネクティッドナビ
位置情報＋さらに役立つ情報をお届けします。

・エージェント（音声対話サービス）
話しかけるだけで車が応えます。

・車内Wi-Fi
動画や音楽の大容量コンテンツを
データ通信量を気にすることなく楽しめます。

・レクサス車に関する問い合わせ

・レクサス販売店への連絡

・J A Fの手配

・保険会社への取り次ぎ※

・ご家族の方などへの伝言※

・宿泊・交通手段の確保※

・診療機関の案内※

レクサスオーナーズデスク
ドライブサポート

レクサスオーナーズデスク
お問い合わせ・ご相談サービス

ホテル・レストラン・

国内航空券などをいつでも手配。

急な出張やお出かけも安心です。

J A Fや保険会社、ご家族への連絡など

トラブル直後から事後のケアまで

幅広く支援します。

ナビの目的地設定や駐車場案内など

専任コミュニケーターが

24時間3 65日サポートします。

・ Apple CarPlay/Android AutoTM

お使いのスマホアプリを車内で操作できる
連携機能です。

・My LEXUS（アプリ）
G-Linkの快適なサービスを利用できる
スマートフォンアプリです。

・マイカー始動ロック
「My LEXUS」アプリで、離れた場所から
車の始動をロックすることができます。

有料オプション

SECURITY

MAINTENANCE

CONNECTED

「つながる」技術で進化する車載カーナビゲーション。

ビッグデータの渋滞予測で目的地まで

スムーズに、快適に。

ナビゲーション

レクサスライフをより快適に。  

スマートフォン連携機能も充実。
スマートフォン連携

大切なお車に関する情報はネットワークで管理。

My LEXUS（WEB）や販売店、各種サービスのご利用時に

最適な対応がスムーズに受けられます。

My LEXUS（WEB）と
レクサスオーナーズ
カード

この安心感こそが、レクサスらしさ。万一の時に、確かなサポートを。

レクサスらしい走りをいつも保つために。独自の長期保証とメンテナンス。

「つながり」が広げるカーライフ。いつでも最適な運転環境を。

万全の長期保証でいつも安心。万一不具合があっても

初度登録日から5年間、走行距離10万km以内であれば修理は無料です。
新車保証

いつも最良のコンディションのお車にお乗りいただくために。

初度登録日から3年間、点検およびメンテナンスを無料で行います。
レクサスケア
メンテナンスプログラム

定期点検やメンテナンスの案内はメールでお車にお届け。

お車の異常を検知した場合もメールでお知らせします。
リモートメンテナンス
サービス

つねに最新のナビで、快適なドライブを。

ご購入後も定期的にソフトウェア更新が受けられます。
ソフトウェア更新

もしお車が走行不能になった時も、スピーディに手厚くサポート。

必要な連絡や手配をワンストップで済ませることができます。
レクサス
緊急サポート24

突然の事故や急病にも備えられる心強さ。万一の際はヘルプネットⓇ

センターにつながり、警察や消防への緊急通報をサポートします。
ヘルプネットⓇ

オーナー様がお車から離れている時も

大切な愛車をいつでも見守ります。

車両盗難や車上荒らしなどを検知した場合は

すぐにお知らせします。

G-Security

コネクティッド

レクサスの安心

メンテナンス

3年
メンテナンス

5年
保 証

CONCIERGE コンシェルジュ ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

あなたのレクサスライフを、24時間365日、いつでもサポート。
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運転席デュアルステージSRSエアバッグ
運転席SRSニーエアバッグ
助手席SRSニーエアバッグ
助手席SRSサイドエアバッグ
後席SRSサイドエアバッグ

SRSエアバッグシステム
A
B
D
F
H

C
E
G

助手席デュアルステージSRSエアバッグ
運転席SRSサイドエアバッグ
前後席SRSカーテンシールドエアバッグ

A

B E

F

G H

G HC

D

EQUIPMENT

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

ブラインドスポットモニター［BSM］
走行中、ドアミラーまたはデジタルアウターミラーでは
確認しにくい後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接
する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近して
くる車両も検知します。車両を検知するとドアミラー内
またはデジタルアウターミラーディスプレイのインジ
ケーターが点灯、車両を検知した状態でウインカーを操作
するとインジケーターが点滅し、より注意を喚起します。

 ITS専用周波数で通信し、安全運転をサポート

 ITS Connect

クルマのセンサーでは捉えきれない見通し外の情報や信号等の情報を、道路＊とクルマ、あるいはクルマ同士が直接通信し、カラー
ヘッドアップディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイでの表示、ブザー音でドライバーに知らせ、安全運転を支援する
システムです。

SRSエアバッグシステム
運転席と助手席には、前方からの衝撃力に応じて展開
するデュアルステージSRSエアバッグを採用。さらに、
下肢を受け止めることで身体への衝撃力を分散・緩和
するSRSニーエアバッグを設定。側方衝突に対しては

SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグ
を備えています。

※SRSエアバッグシステムは衝突時の条件によっては作動しない場合が
あります。SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です
ので必ずシートベルトをご着用ください。

■セーフティ

■セーフティ

標準装備 メーカーオプション

＊ 1 . あらかじめ12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）
Plusにて床下透過表示機能を設定（ＯＮ）することで、車体の動きに連動し、
床下透過画像が表示されます。

＊2.パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］と同時装着となります。
※パーキングサポートブレーキ［PKSB］協調表示を行い、画面表示で注意喚起します。
※画面に映る人や障害物は実際の位置や距離と異なります。映像を過信せず、必ず
車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。なお、字光式ナンバー
プレートは装着できません。

＊路車間通信システムに対応した路側装置は、2022年7月現在、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県に設置されています。
※本システムは「路側装置が設置された交差点」または「本システムが搭載された周辺車両」との間でのみ作動します。また、路側装置が設置された交差点であっても、交差点に進入する方向によっては、作動するシステムが
異なる場合があります。本システムはあくまでも補助機能です。システムを過信せず、つねに道路状況に注意し、安全運転を心がけてください。
※右折時注意喚起は、路側装置が設置された交差点であっても、路側装置の種類や、交差点に進入する方向によっては、対向車のみを検知し、歩行者がいることを注意喚起しない場合があります。なお、対向車や歩行者が
路側装置（感知器）の検出範囲外に存在している場合や、路側装置（感知器）が車両の特徴や環境条件・経年変化等によって未検知や誤検知を起こす場合は、注意喚起しないことや、通知内容が実際の道路状況と異なる
場合があります。ご利用可能なサービス提供場所については、レクサス販売店におたずねください。
※通信利用型レーダークルーズコントロールは、先行車や周囲の車両の走行状態によっては、スムーズな追従走行が行われない場合や、自車の速度や先行車との車間距離に影響がおよぶ場合があります。
※緊急車両存在通知は通信機を搭載していない車両の存在は案内されません。ドライバー自身が周囲の安全を確認してください。
※上記の機能は一例です。
※カラーヘッドアップディスプレイはES300h“version L”に標準装備。ES300h“F SPORT”、ES300hにメーカーオプション。

“version L” “F SPORT” ES300h

機能説明
動画はこちら

※道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合
があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※ブラインドスポットモニター［BSM］はあくまで運転補助機能です。本機能
を過信せず、運転に際してはドライバーご自身で周囲の安全状況を直接
確認してください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※デジタルアウターミラーはES300h“version L”、ES300h“F SPORT”（パノラ
ミックビューモニター［床下透過表示機能付］選択時）にメーカーオプション。

“version L”   “F SPORT”＊2   ES300h＊2

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）
運転席から目視しにくい車両周囲の状況をリアルタイムで
確認できます。ボディやシートを透かして見たようなシー
スルービューや、サイドクリアランスビュー、コーナリング
ビューも採用。さらに、床下透過表示機能＊ 1の設定により、
車両直下およびタイヤ付近のアンダーフロア映像を表示して、
駐車やすり抜けを支援します。

右折時注意喚起
交差点右折時、道路側の路側装置で死角の対向車や右折先の
横断歩行者を検知。接近している対向車や歩行者がいるにも
かかわらずドライバーが発進しようとした場合に、表示とブザー
音による注意喚起を行い、安全に右折できるよう支援します。

通信利用型レーダークルーズコントロール
レーダークルーズコントロールで先行車に追従している時、
先行車が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車両
であれば、車車間通信により取得した先行車の加減速情報に
素早く反応して車間距離や速度の変動を抑制し、スムーズな
追従走行が可能となります。

緊急車両存在通知
サイレンを鳴らしている緊急車両（救急車）が存在する場合に、
ブザー音で通知し、自車両に対するおおよその方向・距離・緊急
車両の進行方向を表示します。救急車が見えにくい、騒音で
サイレンが聞こえにくい等の状況でも、事前に緊急車両の存在
を知ることが可能となります。

路車間通信システム（DSSS） 車車間通信システム（CVSS）

対向車

対向車

自車

緊急車両

自車
ブザー音

ブザー音

車車間通信システム（CVSS）

自車自車自車自車自車自車

緊急車あり
自車

緊急車両存在通知
サイレンを鳴らしている緊急車両（救急車）が存在する場合に、
ブザー音で通知し、自車両に対するおおよその方向・距離・緊急

緊急車両緊急車両

ブザー音
緊急車あり

自車自車自車
車間距離がほぼ一定

※G-Link、レクサスオーナーズカードは、新車･CPOをご購入いただきましたオーナー様に限りご提供させていただきます。
※G-Linkサービス、My LEXUSアプリのご利用にはG-Linkのご契約が必要となります。
※G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。
※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます（一部機能に制限がかかります）。
※G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。
※G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で使用許諾を受けて使用しています。
※G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。
※“ヘルプネット (HELPNET) Ⓡ”は (株) 日本緊急通報サービスの登録商標です。
※安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。
※新車保証は、初度登録日から5年間（走行距離10万km以内）、保証内容に基づき無料修理を行います。
※レクサスケアメンテナンスプログラムは、新車をご購入いただきましたお客さまに限り、初度登録日から3年間（初回車検の前日までの自家用乗用車）にテクニカルスタッフが年2回点検とメンテナンスを無料で行います。

CPOには同様のCPO（レクサス認定中古車）専用サービスをご用意しております。
※レクサスオーナー様とお車のための自動車保険プランもご用意しています。
※記載情報の詳細につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。
※レクサストータルケアのサービス内容は予告なく変更されることがあります。（このサービス内容は2022年7月現在のものです）

アプリ名 利用条件利用機能

・G-Ｌｉｎｋ契約

・TOYOTA / LEXUS の共通ＩＤ取得

・G-Security
・ｅケア
・リモートエアコン
・マイセッティング
・マイカー始動ロックなど

My LEXUS

My LEXUS

専用スマートフォンアプリでカーライフに新たな快適をお届けします。

スマートフォンアプリ

無償ご提供

無償ご提供

1年目

レクサスケア
メンテナンスプログラム

2年目 3年目 4年目 5年目 6年目～

レクサス
オーナーズデスク

新車保証

G-Link

（室内・エンジンルームほか）

初度登録 初回車検 2回目車検

30181261 24メンテナンス実施時期（経過月）

各種点検

オイル交換

（コネクティッドナビ利用料を含む）

車内Ｗi-Fi
有料オプション

オイルフィルター交換

ワイパーゴム交換

エアコンフィルター交換

無償ご提供

有償ご提供

無償ご提供

一部有償一部有償

有償ご提供有償ご提供

・2年継続

・1年継続

・1ヵ月継続
※価格はすべて（税込み）表記です。

36,000円

19,000円

1,900円

・1ヵ月　1,100円　　　　※価格はすべて（税込み）表記です。

レクサスケア
延長保証プラン

24h
365日
無償

無償

3年間

無償

5年間

無償

3年間

■ LEXUS TOTAL CARE サービス内容と適用時期

ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

対応レクサス車

スマートセンター

お手持ちの
スマートフォン

有償ご提供

有償ご提供有償ご提供
レクサスケア

メンテナンスプログラムⅡ

レクサスケア
メンテナンス
プログラムⅡ

有償ご提供

サイドクリアランスビュー表示

コーナリングビュー表示
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EQUIPMENT

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

TFT液晶式メーター
デジタルの要素とアナログの風合いを融合したメーター。

3次元的な空間の奥行き表現で見応えを演出しています。

アンビエントイルミネーション
インストルメントパネルからドアトリムに沿って光る
アンビエントイルミネーションが、昼間の表情とは異なる、
エレガントな雰囲気を演出。夜間の走行時や乗車時に、
包み込むような光がモダンで広々とした室内を豊かに
彩ります。

レクサスクライメイトコンシェルジュ
オートエアコンと連動して、前席のシートヒーター、シートベンチレーション、ステアリング
ヒーターを緻密に自動制御し、一人ひとりに最適な心地良さを提供します。同乗者の
席に応じて、オートエアコンの吹き出し口を切り替えるS-FLOW制御と併せて、快適さ
を維持しながら省燃費を実現します。

ES300h“version L”  ◎3席独立温度調整オートエアコン（運転席・助手席・後左右席）
◎シートヒーター（運転席・助手席・後左右席）  ◎シートベンチレーション（運転席・助手席）
◎ステアリングヒーター
※シートヒーター（後左右席）はオートエアコンと連動しません。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ES300h“F SPORT”/ ES300h   ◎運転席・助手席独立温度調整オートエアコン
◎シートヒーター（運転席・助手席）  ◎シートベンチレーション（運転席・助手席）◎ステアリングヒーター

ラゲージルーム
ハイブリッドバッテリーをリヤシート下に配置すること
により、大容量ラゲージスペースを確保。開口や内部の
トリム形状を工夫することで、大きな荷物を積み込み
やすいラゲージルームとしました。全車、9.5インチの
ゴルフバッグを4個収納できます。

ハンズフリーパワートランクリッド
（挟み込み防止機能付）
両手が荷物でふさがっている時でも、キーを携帯している
状態であれば、リヤバンパーの下に足を出し入れすること
でトランクリッドの自動開閉が行えます。

トランクスルー
ラゲージルームに積み込めないような長さのある荷物
も積載できます。

ナノイーX

ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジ
カルをより多く含む微粒子イオンです。運転席側のエア
コン吹出口から室内へ放出されます。車室内を快適な
空気環境に導くナノイーがさらに進化しました。

センターコンソールボックス内部

センターコンソールボックス後部※写真はES300h“version L”

※写真はES300h“version L”※写真はES300h“version L”

※画像はES300h“version L”の作動イメージ ラゲージルーム内

おくだけ充電
センターコンソール（フロントトレイ部）の
充電エリアに置くだけで、スマートフォンや
モバイルバッテリーなどの充電が行えます。

※ご利用は、ワイヤレス充電の規格Q i（チー）に対応した一部の機器、
もしくはQiに対応したアクセサリーを装着した機器などに限られます。
対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。
Qi認証の取得有無はWireless Power Consortiumのホームページで
ご確認できます（https://www.wirelesspowerconsortium.com/）。
※トレイ寸法（タテ約95mm×ヨコ約 180mm）を超えるQi対応機器
（アクセサリー類を含む）は、トレイに置くことができないため、
充電はできません。
※機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目が
あります。ご使用になる前に必ず取扱説明書をご覧ください。

※nanoe（ナノイー）＝nano-technology＋electric 最先端のテクノロジー
から生まれた“水につつまれている電気を帯びたイオン”。
※使用環境によってはナノイーの効果が十分に得られない場合があり
ます。

※Sport S / Sport S＋/Customモードは、“F SPORT”のみ設定。

※クラブの長さやゴルフバッグの形状・大きさにより4個収納できない
場合があります。

カラーヘッドアップディスプレイ
運転に必要な情報をウインドシールドガラスの視野内に
投影します。車速、レーン表示、簡易ナビゲーションなどを
エンジンフードの上部にあるかのような距離感でワイド
に表示。内容に応じて重要なパートをカラーで表示する
ことで、情報を分かりやすく認識することができます。

レーントレーシングアシスト［LTA］   先行車追従支援

ロードサインアシスト［RSA］   最高速度標識

（付帯機能）先行車発進告知機能［TMN］

ドライブモードセレクト
モードスイッチを切り替えることにより、走行シーンや
ドライバーの気分に合わせてドライビングを楽しむこ
とができます。また、ドライブモードセレクトスイッチ
は、ドライバーがより運転に集中できるように、メーター
フード横に配置。すぐれた操作性を実現しています。

環境に配慮したモード

Eco

市街地走行に適したモード

Normal

スポーティな走行に適したモード

Sport / Sport S

よりレスポンスにすぐれ、スポーツ走行に対応するモード

Sport S＋

嗜好に合わせて設定できるモード

Custom

■インテリア

■インテリア ■その他

■機能装備 ■機能装備

■機能装備 ■インテリア

全車

“version L”

“version L” “F SPORT”

“version L” ES300h

ES300h

“version L” “F SPORT” ES300h

全車

センターコンソール上部

USB Type-A/充電用USB Type-C
全車

＊アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）を選択した場合、アクセサリーソケット
（DC12V・120W/センターコンソールボックス後部）は、アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時
給電システム付）になります。

※写真はES300h“version L”。　

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

充電用USB Type-C（2個）

アクセサリーソケット（DC12V・120W）

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/非常時給電システム付）

全車

“version L” “F SPORT”＊ ES300h ＊

“version L”   “F SPORT”＊   ES300h ＊

“F SPORT”

充電用USB Type-C（2個）

アクセサリーソケット（DC12V・120W）

全車

ES300h

標準装備 メーカーオプション
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SUNLIGHT GREEN MICA METALLIC〈6X0〉

ICE ECRU MICA METALLIC〈4X8〉

DEEP BLUE MICA〈8X5〉

HEAT BLUE CONTRAST LAYERING〈8X1〉

RED MICA CRYSTAL SHINE〈3R1〉

SONIC IRIDIUM 〈1L2〉

SONIC CHROME〈1L1〉

GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE〈223〉

SONIC TITANIUM〈1J7〉

WHITE NOVA GLASS FLAKE〈083〉 SONIC QUARTZ〈085〉

EXTERIOR COLOR SELECTION

美しさを保つセルフリストアリングコート
洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを全カラーに採用。
分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。

＊1. Photo: ES300h“F SPORT”。＊2. Photo: ES300h“version L”。

メーカーオプション

L E XU S
C O LO R S
光の当たる角度や時間帯によって変わる、多彩な表情。

艶やかでありながら強いコントラストを生む、深みのある陰影感。

極めて平滑な下地づくりと、独自の工程により

クルマの塗装を超越した、唯一無二の色へと昇華されるレクサスカラー。

デザイナーの研ぎ澄まされた色彩感覚と、

エンジニアの絶え間ない探求が、

レクサスならではの魅力を湛えたカラーを生み出します。 ソニックチタニウム〈1J7〉＊2ソニッククォーツ〈085〉＊2

※“F SPORT”は選択できません。

ホワイトノーヴァガラスフレーク〈083〉＊1

※“F SPORT”専用色。

ソニックイリジウム〈1L2〉＊2ソニッククロム〈1L1〉＊2

アイスエクリュマイカメタリック〈4X8〉＊2

※“F SPORT”は選択できません。

レッドマイカクリスタルシャイン〈3R1〉＊2

グラファイトブラックガラスフレーク〈223〉＊2

ディープブルーマイカ〈8X5〉＊2

※“F SPORT”は選択できません。

サンライトグリーンマイカメタリック〈6X0〉＊2

※“F SPORT”は選択できません。

ヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉＊1

※“F SPORT”専用色。        　　　　　　“F SPORT”
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ソリスホワイト＊1

モーヴ＊1

“F SPORT”専用フレアレッド＊2

“F SPORT”専用ブラック＊2

ヘーゼル＊1

ブラック＊1

INTERIOR COLOR SELECTION

“F SPORT”専用ホワイト＊2

●: 標準設定 ○: 設定あり（いずれかをお選びください）■内装色一覧表

シートマテリアル

セミア二リン本革＊3

L tex（エルテックス）＊4

L tex（エルテックス）＊4

インテリアカラー

ソリスホワイト

モーヴ

ヘーゼル

ブラック

“F SPORT”専用フレアレッド

“F SPORT”専用ブラック

“F SPORT”専用ホワイト

ソリスホワイト

モーヴ

ヘーゼル

ブラック

○

○

○

○

ー

ー

ー

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

●

●

●

ー

ー

ー

ー

ES300h“version L”

ES300h“F SPORT”

ES300h

オーナメントパネル

ウォールナット
（オープンフィニッシュ/墨ブラック）

バンブー
（マットフィニッシュ/ミディアムブラウン）

本アルミ
（刃取調仕上げ/シルバー）

○

○

○

○

ー

ー

ー

○

○

○

○

ウォールナット
（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）

＊1. Photo: ES300h“version L”。＊2. Photo: ES300h“F SPORT”。＊3. シートの一部に合成皮革を使用しています。＊4. L tex（エルテックス）は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。

オーナメントパネル

ウォールナット（オープンフィニッシュ/墨ブラック） ウォールナット（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）本アルミ（刃取調仕上げ/シルバー）バンブー（マットフィニッシュ/ミディアムブラウン）
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ES300h “version L”

インテリアカラー

その他の標準装備（56ページのその他の標準装備から追加・変更される装備）

●パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）

●ブレードスキャンⓇアダプティブハイビームシステム［AHS］

●パーキングサポートブレーキ（静止物/後方接近車両/後方歩行者）［PKSB］＊2

●パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊2

●ITS Connect

●ヘッドランプクリーナー

●マルチウェザーライト

●アンビエントイルミネーション

●ハンズフリーパワートランクリッド (挟み込み防止機能付)

●カラーヘッドアップディスプレイ

●運転席10Way＆助手席8Way調整式パワーシート

（運転席・助手席4Way電動ランバーサポート・ポジションメモリー・助手席肩口パワーシートスイッチ付）

●後席電動リクライニング機能

●後席センターアームレスト（カップホルダー・収納ボックス・コントロールパネル付）

●レクサスクライメイトコンシェルジュ（3席独立温度調整オートエアコン/S-FLOW制御付）

●アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス内）

●アクセサリーコンセント

（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）

　等　

メーカーオプション
●リヤスポイラー

●デジタルアウターミラー

●デジタルインナーミラー

●おくだけ充電

●“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

●寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

モーヴPhoto: ES300h“version L”。ボディカラーはソニッククロム〈1L1〉。デジタルアウターミラーはメーカーオプション。 Photo: ES300h“version L”。デジタルアウターミラーはメーカーオプション。

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆
LEDターンシグナルランプ（フロント）

サンシェード（リヤドア・リヤクォーター/手動）
※写真の“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンド
　システムはメーカーオプション。

ソリスホワイト ヘーゼル ブラック235/45R18タイヤ＆ノイズリダクションアルミホイール
（ハイパークロムメタリック塗装）＊1

フルLEDリヤコンビネーションランプ
（テール・ストップ・バックアップ・ターンシグナル）

シートマテリアル

オーナメントパネル

セミアニリン本革（ソリスホワイト） セミアニリン本革（モーヴ）

セミアニリン本革（ヘーゼル）

ウォールナット（オープンフィニッシュ/墨ブラック） ウォールナット（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）バンブー（マットフィニッシュ/ミディアムブラウン）

セミアニリン本革（ブラック）

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

ノイズリダクションアルミホイール
アウターリムの空洞化により軽量化を図りながら、走行中に起こるタイヤ気柱共鳴音を
低減する中空レゾネーター構造を採用。ロードノイズの発生源まで遡り、さらなる静粛性
の向上を図っています。

＊ 1 .タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。
詳しくはレクサス販売店におたずねください。

＊2.字光式ナンバープレートは装着できません。
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その他の標準装備（56ページのその他の標準装備から追加・変更される装備）

●“F SPORT”専用スピンドルグリル（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）

●“F SPORT”専用サイドガーニッシュ（ダークグレーメタリック塗装）

●“F SPORT”専用リヤバンパーロアガーニッシュ（漆黒メッキ）

●パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）

●NAVI・AI-AVS＊2

●ブレードスキャンⓇアダプティブハイビームシステム［AHS］

●ヘッドランプクリーナー

●マルチウェザーライト

●ドライブモードセレクトスイッチ（Eco/Normal/Sport S/Sport S＋/Custom）

●“F SPORT”専用TFT液晶式メーター

●“F SPORT”専用ディンプル本革ステアリング

　（パドルシフト付）&“F SPORT”専用ディンプル本革シフトノブ

●“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付）

　等

メーカーオプション
●ヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉

●スペアタイヤ（応急用タイヤ）＊3＊4

●“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）

●パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊5

● ITS Connect

●デジタルアウターミラー＊6

●デジタルインナーミラー

●ハンズフリーパワートランクリッド（挟み込み防止機能付）

●おくだけ充電

●カラーヘッドアップディスプレイ

●“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

●アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）＊4＊7 

●寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

L tex（“F SPORT”専用フレアレッド） L tex（“F SPORT”専用ブラック）

L tex（“F SPORT”専用ホワイト）

インテリアカラー

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆
LEDターンシグナルランプ（フロント）

ムーンルーフ（チルト＆スライド式） “F SPORT”専用ブラック “F SPORT”専用ホワイト235/40R19タイヤ＆“F SPORT”専用アルミホイール
（ブラック塗装）＊1

“F SPORT”専用ラゲージドアガーニッシュ（漆黒メッキ）/
リヤスポイラー

シートマテリアル

ES300h “F SPORT”

“F SPORT”専用フレアレッドPhoto: ES300h“F SPORT”。ボディカラーのヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉はメーカーオプション。

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

＊ 1 .タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊2.スウィングバルブショックアブソーバーとは異なります。
＊3.スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、タイヤ交換用工具が同時装着となり、パンク修理キットは非装着となります。
＊4.スペアタイヤ（応急用タイヤ）とアクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス
後部・ラゲージルーム内］）を同時に選択することはできません。

＊5.字光式ナンバープレートは装着できません。
＊6.デジタルアウターミラーは、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）を選択した場合に装着可能となります。
＊7.アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を
選択した場合、アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス後部）は、アクセサリーコンセント（AC100V・
1500W/非常時給電システム付）になります。

オーナメントパネル

本アルミ（刃取調仕上げ/シルバー）

Photo: ES300h“F SPORT”。

5554



その他の標準装備
●スウィングバルブショックアブソーバー

●アクティブノイズコントロール

●Lexus Safety System ＋

●ブラインドスポットモニター［BSM］

●パーキングサポートブレーキ（静止物/後方接近車両）［PKSB］＊2

●バックガイドモニター＊2

●タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）

●オート電動格納式ドアミラー

（広角・自動防眩･鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付）

●ドライブモードセレクトスイッチ（Eco/Normal/Sport）

●12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus

●トランクスルー機構（後席センターアームレスト部）

●電動リヤウインドゥサンシェード

●アナログクロック（GPS時刻補正機能付）

●運転席・助手席8Way調整式パワーシート

（運転席・助手席2Way電動ランバーサポート・運転席ポジションメモリー付）

●後席センターアームレスト（カップホルダー・収納ボックス付）

●レクサスクライメイトコンシェルジュ（運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/ S-FLOW制御付）

●アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス内・後部）＊3

●充電用USB Type-C（センターコンソールボックス内［2個］/センターコンソールボックス後部［2個］）

　等

その他のメーカーオプション
●リヤスポイラー　●スペアタイヤ（応急用タイヤ）＊4＊5

●パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊2

●ITS Connect ●三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆LEDターンシグナルランプ（フロント）＋

　ブレードスキャンⓇアダプティブハイビームシステム［AHS］＋ヘッドランプクリーナー＋マルチウェザーライト

●ハンズフリーパワートランクリッド（挟み込み防止機能付） ●おくだけ充電 ●カラーヘッドアップディスプレイ

●アクセサリーコンセント

（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）＊3＊5

●寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）＊6

ソリスホワイト モーヴ

ヘーゼル ブラック

ES300h

Photo: ES300h。ボディカラーはサンライトグリーンマイカメタリック〈6X0〉。

■モデル別主な標準装備比較

EQUIPMENT CHART

ES300h “version L” “F SPORT”

スピンドルグリル

サイドガーニッシュ

ヘッドランプ

リヤバンパーロアガーニッシュ

アルミホイール

シート

ステアリング

メッシュパターン “F SPORT”専用
（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）

“F SPORT”専用
（ダークグレーメタリック塗装）

“F SPORT”専用
（ディンプル本革）

LED
（ロー・ハイビーム）

三眼フルLED
（ロー・ハイビーム）

“F SPORT”専用
（漆黒メッキ）

1 7インチ
（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装）

18インチノイズリダクション
（ハイパークロムメタリック塗装）

“F SPORT”専用 19インチ
（ブラック塗装）

L tex セミアニリン本革 “F SPORT”専用L texスポーツシート
（フロント）

本木目＋本革

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

オーナメントパネル

L tex（ソリスホワイト） L tex（モーヴ） L tex（ヘーゼル） L tex（ブラック）

ウォールナット（オープンフィニッシュ/墨ブラック）

ウォールナット（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）

シートマテリアル

LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） 215/55R17タイヤ＆アルミホイール
（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装）

235/45R18タイヤ＆アルミホイール（切削光輝＋
ダークグレーメタリック塗装）＊1

ムーンルーフ（チルト＆スライド式）
ES300h

メーカーオプション

＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。
詳しくはレクサス販売店におたずねください。

＊2.字光式ナンバープレートは装着できません。
＊3.アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・
ラゲージルーム内］）を選択した場合、アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス
後部）は、アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。

＊4.スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、タイヤ交換用工具が同時装着となり、パンク修理キットは
非装着となります。

＊5.スペアタイヤ（応急用タイヤ）とアクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センター
コンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を同時に選択することはできません。

＊6.寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
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＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊2. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、タイヤ交換用工具が同時装着となり、パンク修理
キットは非装着となります。　＊3. スペアタイヤ（応急用タイヤ）とアクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を同時に選択することはできません。
＊4. 三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆ LEDターンシグナルランプ（フロント）、ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム［AHS］、ヘッドランプクリーナー、マルチウェザーライトは同時装着となります。
＊5. 字光式ナンバープレートは装着できません。　＊6. パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］とパノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） は同時装着となります。　＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッド
ランプクリーナーが同時装着となります。　＊8. デジタルアウターミラーは、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） を選択した場合に装着可能となります。　＊9. 標準装備は手動式のトランクリッドとなります。
＊10. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を選択した場合、アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス後部）は、
アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。　＊11. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては
消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は
レクサス販売店にご相談ください（ESの場合、50Hzに設定されています）。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。　＊12. 寒冷地仕様では寒冷地での
使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。　＊13. 字光式ナンバープレートおよびフロントナンバーフレームは装着できません（ただし、純正用品のフロントナンバー
フレームは装着できます）。　＊14. ELR3点式シートベルトはプリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと判断された場合、プリテンショナーの作動を準備する予防連携機能付となります。　＊15. チャイルド
シートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊16.リヤクォーターガラスは

UVカット・プライバシー機能付となります。　＊17.ご利用にはG-Link契約が必要です。　＊18. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊19. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象
交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
 
※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　※“version L” “F SPORT”はグレード名称ではありません。

レクサス ES300h 主要装備一覧表

EQUIPMENT

2WD（FF）
●： 標準装備　  △： メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ES300h

“version L” “F SPORT”

エクステリア

パフォーマンス

　　

セーフティ

機能装備

インテリア

インテリア

その他

＊11

＊12

 

＊1

＊1

＊1

＊5

＊5

＊5

＊5

＊5

リヤスポイラー

“F SPORT”専用スピンドルグリル（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）＆“F SPORT”専用サイドガーニッシュ（ダークグレーメタリック塗装）

“F SPORT”専用リヤバンパーロアガーニッシュ（漆黒メッキ）/“F SPORT”専用ラゲージドアガーニッシュ（漆黒メッキ） 

パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）

スウィングバルブショックアブソーバー

NAVI・AI-AVS

215/55R17 94Vタイヤ&17×7½Jアルミホイール（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装）

235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jアルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jノイズリダクションアルミホイール（ハイパークロムメタリック塗装） 

235/40R19 92Yタイヤ&19×8J“F SPORT”専用アルミホイール（ブラック塗装）

パンク修理キット（スペアタイヤレス）

スペアタイヤ（応急用タイヤ）

“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）

Lexus Safety System ＋ プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

 レーントレーシングアシスト［LTA］

 オートマチックハイビーム［AHB］

 ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム［AHS］

 レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）

 ロードサインアシスト［RSA］

 （付帯機能）先行車発進告知機能［TMN］

 ドライバー異常時対応システム

ブラインドスポットモニター［BSM］

パーキングサポートブレーキ［PKSB］

バックガイドモニター

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） 

ITS Connect

LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）& LEDターンシグナルランプ（フロント）

ヘッドランプクリーナー

マルチウェザーライト

オート電動格納式ドアミラー（広角・自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付）

デジタルアウターミラー

インナーミラー 自動防眩

 デジタル

アンビエントイルミネーション

ハンズフリーパワートランクリッド（挟み込み防止機能付）

おくだけ充電

ドライブモードセレクトスイッチ Eco/Normal/Sport

  Eco/Normal /Sport S/Sport S＋/Custom

TFT液晶式メーター

“F SPORT”専用TFT液晶式メーター

カラーヘッドアップディスプレイ

本木目＋本革ステアリング（パドルシフト付）&本革シフトノブ

“F SPORT”専用ディンプル本革ステアリング（パドルシフト付）&“F SPORT”専用ディンプル本革シフトノブ

“F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル&フットレスト

サンシェード（リヤドア・リヤクォーター/手動）

アナログクロック（GPS時刻補正機能付）

“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付）

L texシート（運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付）

セミアニリン本革シート（運転席・助手席ベンチレーション機能・前後席ヒーター付/フリーキルティング）

“F SPORT”専用L texスポーツシート（運転席・助手席ベンチレーション機能・ヒーター付）

静止物

後方接近車両

後方歩行者

運転席10Way＆助手席8Way調整式パワーシート（運転席・助手席4Way電動ランバーサポート・ポジションメモリー・助手席肩口パワーシートスイッチ付）

運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席・助手席2Way電動ランバーサポート・運転席ポジションメモリー付）

後席電動リクライニング機能

後席センターアームレスト カップホルダー・収納ボックス付

 カップホルダー・収納ボックス・コントロールパネル付

レクサス クライメイト コンシェルジュ 運転席・助手席独立温度調整オートエアコン（S-FLOW制御付）

 3席独立温度調整オートエアコン（S-FLOW制御付）

“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

アクセサリーソケット（DC12V・120W） センターコンソールボックス内

 センターコンソールボックス後部

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）

寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

パフォーマンス

セーフティ

全車標準装備

セーフティ

機能装備

インテリア

テレマティクス
サービス

その他

■ フロントドアガラス（UVカット・撥水機能付/遮音タイプ）

■ リヤドアガラス（UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ）＊16

■ リヤウインドゥガラス（UVカット・プライバシー機能付）

■ 雨滴感知式オートワイパー

■ スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個＋カードキー1個/トランク連動）

■ EVドライブモードスイッチ

■ 全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ

■ 車速感応式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）

■ ムーンルーフ（チルト＆スライド式）

■ トランクスルー機構（後席センターアームレスト部）

■ 電動チルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付）

■ ステアリングヒーター

■ 電動リヤウインドゥサンシェード

■ ナノイーX

■ 排出ガス感知内外気オート切替機能

■ クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）

■ 地上デジタルTVチューナー＆アンテナ

■ USB Type-A/充電用USB Type-C（センターコンソール上部）

■ 充電用USB Type-C（センターコンソールボックス内［2個］/

 　センターコンソールボックス後部［2個］）

■ レクサスESプレミアムサウンドシステム

■ 12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＊17

■ G-Link（初度登録日から3年間無料）

 　ヘルプネット®（エアバッグ連動タイプ）/レクサスオーナーズデスク/

 　レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ/エージェント

■ イモビライザー＆侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー（国土交通省認可品）

■ ETC2.0ユニット（VICS機能付）＋光ビーコンユニット付＊18＊19　　　　　　　　　　　　等
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■ 電動パワーステアリング［EPS］

■ アクティブコーナリングアシスト［ACA］

■ ばね上制振制御

■ アクティブノイズコントロール

■ フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ

■ リヤφ281mmディスクブレーキ

■ 電子制御ブレーキ［ECB］

■ ヒルスタートアシストコントロール

■ ブレーキホールド

■ ABS（電子制動力配分制御付）

■ VSC

■ TRC

■ ブレーキアシスト

■ ドライブスタートコントロール

■ 緊急ブレーキシグナル

■ 車両接近通報装置

■ タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）

■ ポップアップフード＊13

■ SRSエアバッグシステム（運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイドエアバッグ/

　 前後席カーテンシールドエアバッグ/後席サイドエアバッグ）

■ ELR3点式シートベルト（運転席・助手席: テンションリデューサー・プリテンショナー・

　フォースリミッター機構付/後左右席: プリテンショナー・フォースリミッター機構付）＊14

■ 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トップテザーアンカー付/後左右席）＊15

■ LEDクリアランスランプ（デイタイムランニングライト機能付）

■ LEDコーナリングランプ

■ フルLEDリヤコンビネーションランプ（テール･ストップ･バックアップ･ターンシグナル）

■ オートライトシステム

■ ウインドシールドガラス（IR・UVカット機能付/遮音タイプ）

5958



※リサイクル料金は’22年7月時点の金額。
※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。
詳しくはレクサス販売店におたずねください。

＊ 1 . 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。 
＊ 2 . タイヤチェーンを装着することはできません。
＊ 3 . スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、タイヤ交換用工具が同時装着となり、パンク修理キットは非装着となります。
＊ 4 . スペアタイヤ（応急用タイヤ）とアクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を同時に選択することはできません。
＊5 . アクセサリーコンセント（AC1 00V・1500W/非常時給電システム付［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）を選択した場合、アクセサリーソケット（DC12V・120W/センターコンソールボックス後部）
   は、アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。
※価格はメーカー希望小売価格＜'22年7月現在のもの＞で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※価格はパンク修理キット付の価格です。
※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

＊1. 車両型式の末尾に“version L”は（L）、“F SPORT”は（F）が付きます。  
＊2. 社内測定値。  
＊3. 1 8インチタイヤ＆アルミホイールを選択した場合、1 ,590mmになります。  
＊4. 1 8インチタイヤ＆アルミホイールを選択した場合、1 ,600mmになります。  
＊5. 1 8インチタイヤ＆アルミホイールを選択した場合、5.9mになります。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（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。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
　市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
　同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://lexus.jp/request/zeisei）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■ 製造事業者： トヨタ自動車株式会社

h t t p s : // l e x u s . j p
このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール　0800-500-5577　受付時間： 9：00～18：00（365日年中無休）　
〒450-871 1  名古屋市中村区名駅4丁目7番1号  
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります（このカタログの内容は ’2 3年 5月現在のもの）。
ボディカラーおよび内装色は撮影、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。

レクサス ES300h 価格表

PRICE LIST
レクサス ES300h  主要諸元表

SPECIFICATIONS

ボディカラー

エクステリア

パフォーマンス

セーフティ

機能装備

インテリア

その他

ヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉

リヤスポイラー

“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）

ITS Connect

　　＋寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

デジタルインナーミラー

ハンズフリーパワートランクリッド（挟み込み防止機能付）

おくだけ充電

カラーヘッドアップディスプレイ

“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等） 三眼フルLEDヘッドランプの欄をご覧ください。

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆
LEDターンシグナルランプ（フロント）
　　＋ブレードスキャンⓇアダプティブハイビームシステム［AHS］
　　＋ヘッドランプクリーナー
　　＋マルチウェザーライト

235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装） ＊2

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］
　　＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）

　　＋デジタルアウターミラー

アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付
［センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）＊4＊5

＋ヘッドランプクリーナー
28,600円（26,000円）

ES300h全車

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金

リサイクル預託金

情報管理料金
資金管理料金 合　　計

11,750円 2,800円 ― 130円 290円 14,970円

■リサイクル料金表

■車両価格表

■メーカーオプション価格表

 メーカー希望小売価格＊1 

（消費税抜き）

ES300h

“version L” “F SPORT”

 2WD（FF）

●： 標準装備　（　）内は消費税抜き価格

7,180,000円
（6,527,273円）

6,540,000円
（5,945,455円）

6,020,000円
（5,472,727円）

ES300h

“version L” “F SPORT”

 2WD（FF）

―

―

―

165,000円
（150,000円）

77,000円
（70,000円）

88,000円
（80,000円）

243,100円
（221,000円）

24,200円
（22,000円）

―

112,200円
（102,000円）

44,000円
（40,000円）

スペアタイヤ（応急用タイヤ） ＊3＊4 ―
11,000円

（10,000円）

●

●

●

●

44,000円
（40,000円）●

―

●

67,100円
（61,000円）

220,000円
（200,000円）

287,100円
（261,000円）

27,500円
（25,000円）

220,000円
（200,000円）

33,000円
（30,000円）

33,000円
（30,000円）

17,600円
（16,000円）

237,600円
（216,000円）

110,000円
（100,000円）

●

―

寸法

重量

定員

性能

エンジン

モーター

駆動用主電池

駆動装置

その他装置

全長

全幅

全高

ホイールベース

トレッド　前

             　   後

最低地上高 ＊2

最小回転半径

室内長 ＊2

室内幅 ＊2

室内高 ＊2

車両重量

車両総重量

乗車定員

燃料消費率（国土交通省審査値）　WLTCモード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市街地モード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郊外モード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高速道路モード

　　　　　　　　　　　　　　　JC08モード

主要燃費改善対策

型式

種類

使用燃料

総排気量

内径×行程

最高出力［NET］

最大トルク［NET］

燃料供給装置

燃料タンク容量

型式

種類

最高出力

最大トルク

種類

駆動方式

トランスミッション

減速比

サスペンション　前 / 後

ブレーキ　前 / 後

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

mm

mm

mm

kg

kg

名

km/ℓ

km/ℓ

km/ℓ

km/ℓ

km/ℓ

ℓ

mm

kW（PS）/r.p.m.

N・m（kgf・m）/r.p.m.

ℓ

kW（PS）

N・m（kgf・m）

車両型式 ＊1

4,975

1,865

1,445

2,870

145

1,945

1,535

1,145

1,710

1,985

5

22.3 

18.1 

24.7 

23.1 

25.1

ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御

A25A-FXS

直列4気筒

無鉛レギュラーガソリン

2.487

87.5×103.4

131（178）/ 5,700

221（22.5）/3,600～5,200

筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S）

50

3NM

交流同期電動機

88（120）

202（20.6）

リチウムイオン電池

前輪駆動

電気式無段変速機

3.389

マクファーソンストラット（スタビライザー付）/ ダブルウイッシュボーン（スタビライザー付）

ベンチレーテッドディスク / ディスク

1,600 ＊3

1,610 ＊4

5.8 ＊5

1,670

1,945

1,720

1,995

1 , 59 0

1 ,6 0 0

5.9

6AA-AXZH11-AEXGB

―

―

6160

手話通訳サービスを

ご希望のお客さまは、

こちらからご相談ください。

https://lexus.jp/


レクサスでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、

クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法「ライフサイクルアセスメント（LCA）」で評価し、

自動車の生涯走行距離10万km（10年）で計算した場合の結果を指数で示しています。

レクサスが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによる

ISO14040 / 14044に基づく審査・認証を受けました。

LCA実施結果　CO2二酸化炭素

素材製造 車両製造 走行 メンテナンス 廃棄

生産

利
用

リ
サ
イ
ク
ル

原材料

レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、

地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。

今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/

カーボンニュートラルの実現
レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」
「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、

CO2排出量を削減する取り組みを進めます。

究極の循環型社会をめざして
レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、
さらに廃棄物を再び資源化します。

人と自然が共生するために
レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の
多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、
そして未来へつなぐ活動を進めます。

※走行シーンの写真の一部は合成です。
※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。
※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。　
※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。
※Apple CarPlay/Android Auto™をご利用の際は通信料が発生します。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上ご利用ください。
※G-Linkセンターとは、車両へのテレマティクスサービス専用に構築したデータセンターのことです。
※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の
場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。

G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。
※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、G-Linkを契約されない場合でも車載ナビ機能のみご利用いただけます。安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。
※マップオンデマンドは、利用開始日（初度登録日）から3年間無料でご利用いただけます。無料期間終了後は、最新版ナビ用地図ソフトを販売店でご購入いただき「全更新」を実施することで、利用期間を実施日から2年間延長できます。
無料期間終了前に「全更新」を実施した場合、無料期間中であっても、同実施日から2年間となってしまいますのでご注意ください。通信による自動更新にはG-Linkのご契約が必要です。G-Linkのご契約がない場合、メディア
（USBメモリー）による地図更新をご利用いただけます。地図更新の対象は全国の高速道路・有料道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・
主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です（市街地データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは対象外）。

※セルフリストアリングコートは、鍵や硬貨などで引っかいた傷のように破壊された場合には、傷は復元しません。傷の復元する時間は、傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを
暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年ですが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド（研磨剤）の入っていないものをご使用ください。ディーラー
オプションのレクサスボディーコートを施工しても耐すり傷性の低下はなく、高い性能を有します。
※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示とスマートエントリー＆スタートシステムの電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示
については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステムについては、車両に搭載された発信機
から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

■ ABS:
■ ACA:
■ AHB:
■ AHS:
■ AVS: 
■ BSM:
■ CO2:
■ CST：
■ CVSS: 
■ DSSS:
■ DTV：

Anti-lock Brake System
Active Cornering Assist
Automatic High Beam
Adaptive High-beam System
Adaptive Variable Suspension system
Blind Spot Monitor
Carbon Dioxide（二酸化炭素）

Coherent Source Transducer
Connected Vehicles Support Systems
Driving Safety Support Systems
Digital Television （地上波デジタルTV）

■ ECB:
■ ELR:
■ EPS:
■ GWP:
■ LTA:
■ NMHC:
■ NOX: 
■ PKSB:
■ PM: 
■ RSA:
■ SRS:

Electronically Controlled Brake system
Emergency Locking Retractor
Electric Power Steering
Global Warming Potential （地球温暖化係数）

Lane Tracing Assist
Non Methane Hydrocarbons（非メタン炭化水素）

Nitrogen Oxide（窒素酸化物）

Parking Support Brake
Particulate Matter（粒子状物質）

Road Sign Assist
Supplemental Restraint System （乗員保護補助装置）

■ TFT:
■ TMN:
■ TRC:
■ TPO:
■ TSOP:
■ VOC:
■ VSC:
■ VVT-iE:

Thin Film Transistor
Tra�c Movement Notification
Traction Control
Thermo Plastic Olefin
Toyota Super Olefin Polymer
Volatile Organic Compounds
Vehicle Stability Control
Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor
（電動連続可変バルブタイミング機構〈吸気側〉）

＊ 1.
＊2.
＊3.
＊4.
＊5.

燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
WLTCモード走行
フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
1996年乗用車の業界平均1,850ｇ（リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く）
ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

CAPTION / NOTE

ABBREVIATION

TRADEMARK

ES300h“version L”。ボディカラーはソニックイリジウム〈1L2〉。
デジタルインナーミラー、“マークレビンソン”プレミアムサラウンド
サウンドシステムはメーカーオプション。

表紙、P2-11、20-21

ES300h“version L”。インテリアカラーはモーヴ。
オーナメントパネルはウォールナット（オープンフィニッシュ/墨ブラック）。
おくだけ充電、“マークレビンソン”プレミアムサラウンド
サウンドシステムはメーカーオプション。

P18-19、30-31

ES300h“F SPORT”。
ボディカラーはホワイトノーヴァガラスフレーク〈083〉。“F SPORT”専用オレンジ
ブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）、デジタルインナーミラー、パーキング
サポートブレーキ（後方歩行者）［PKSB］＋パノラミックビューモニター（床下
透過表示機能付）＋デジタルアウターミラーはメーカーオプション。

P36-39

ES300h“version L”。ボディカラーはソニックイリジウム〈1L2〉。
デジタルアウターミラー、デジタルインナーミラー、
“マークレビンソン”プレミアムサラウンド
サウンドシステムはメーカーオプション。

P16-17

■ ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。
■「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。
■ AppleおよびAppleロゴ、Apple CarPlay、iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
■ Android、Android Auto™は、Google LLCの登録商標です。
■ Google Play、Google PlayロゴはGoogle Inc. の商標です。
■ Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
■ マークレビンソンおよびClari-Fi™（クラリファイ）はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
■ ハイレゾオーディオロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。
■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
■ ITS ConnectはITS Connect推進協議会の商標です。
■「VICS」および「VICS WIDE」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
■“ヘルプネット®”は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。
■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
■ nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
■ Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
■“LEXUS”“Lfinesse”“ECB”“VSC”“TRC”“TSOP”はトヨタ自動車（株）の商標です。
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LEXUS ECOLOGY
環境性能は、この星の未来のために。

レクサス ES300h 環境仕様

ES300h

 WLTCモード走行

 JC08モード走行

認定レベルまたは適合規制（国土交通省）

認定レベル値または
適合規制値（g/km）

規制区分

加速 / 定常 / 近接（dB）

リサイクルしやすい
材料を使用した部品

樹脂、ゴム部品への材料表示

リサイクル材の使用

CO

NMHC

NOX

PM

鉛

水銀

カドミウム

六価クロム

鉛

水銀

カドミウム

六価クロム

TSOP

TPO

再生フェルト

再生ポリプロピレン

6AA-AXZH11

1 0 4

92

平成30年基準排出ガス75％低減レベル＊2

1.15

0.025

0.013

0.005

平成28年騒音規制 M1B2A

71（規制値） / － / 79 

HFO-1234 yf（1 ＊3）/550

自工会2006年自主目標達成（1996年比 1/10以下＊4）

自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止＊5）

自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）

自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）

電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子（PZTセンサー）等に使用
鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど

水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター

カドミウムの使用無し
カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他

六価クロムの使用無し
六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他

自工会目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）

バンパーカバー、インストルメントパネル、モールディングロッカーパネルなど

ドアトリム、ガラスランなど

あり

サイレンサー類

ラゲージドアトリム、バッテリーケース

“F SPORT”“version L”

6AA-AXZH11 6AA-AXZH11車両仕様

環境情報

車両型式

CO2排出量（g/km）＊1

排出ガス

車外騒音

冷媒の種類（GWP値）/ 係数 / 使用量（g）

環境負荷
物質削減

環境負荷物質
使用状況等

車室内VOC

リサイクル関係

0 0. 2 0.4 0.6 0. 8 1

当社2.5ℓ
ハイブリッド車

ES300h

54

1918

D E S I G N

見て、触れて、ときめくセダン

レクサスの「挑戦するデザイン」は、

デザインフィロソフィー、L- f i n e ss e（エル・フィネス）＊と、

既成概念を超越する勇気、

挑戦的な意思決断から生まれます。

同時にそこには、相反する要素を

妥協することなく調和させ、新しい価値を生み出すという

日本の伝統的な美意識も息づいています。

低重心で美しいプロポーションと

人を中心に考えられた快適な空間を融合。

魅惑的なデザインを突き詰めたES300hは、

見る人を惹きつけ、触れる人に高揚感をもたらします。

＊LはLeading-Edge、先鋭。f i nesseは日本の文化が生んだ感性や巧みさを意味する、精妙。は日本の文化が生んだ感性や巧みさを意味する、精妙。 1716

F  S P O R T
レクサススポーツの血統を継承するスポーティバージョン

LFAを頂点とするレクサススポーツの血統を継承し、

そのアグレッシブな走りと個性を誰もが楽しめることを

コンセプトとする“F SPORT”。

刺激的な走りをさらに磨き上げ、

ドライバーの意思にクルマが即応することで生まれる一体感を

あらゆるシーンでご堪能いただけます。

37373636

ES300h“F SPORT”。インテリアカラーは“F SPORT”専用フレアレッド。
デジタルインナーミラー、パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）
［PKSB］＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋デジタルアウターミラー、
“マークレビンソン”プレミアムサラウンド
サウンドシステムはメーカーオプション。

P40-41

ES300h“version L”。インテリアカラーはソリスホワイト。
オーナメントパネルはウォールナット（オープンフィニッシュ/墨ブラック）。
デジタルアウターミラー、デジタルインナーミラー、
“マークレビンソン”プレミアムサラウンド
サウンドシステムはメーカーオプション。

P24-25

S A F E T Y
Lexus Safety System ＋

人・クルマ・交通環境の「三位一体の取り組み」とともに、

実際の事故から学び、改善を繰り返す「実安全の追求」の推進から生まれた

予防安全システムが「Lexus Safety System＋」です。

2種類のセンサー（ミリ波レーダーと単眼カメラ）による

高い認識性能と信頼性、事故低減効果の高い予防安全装備のパッケージ化、

そして、世界トップレベルの歩行者検知機能付衝突回避支援を実現しながら、

これまで取り組んできた安全システムの連携を進化させました。

この革新的な予防安全システムにより、レクサスは、皆さまに高い安心感をご提供します。

2524
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