
LS500h / LS500 “EXECUTIVE”
LS500h  “EXECUTIVE Advanced Drive”

クリムゾン＆ブラック Photo: LS500h“EXECUTIVE”。ドアトリムオーナメントパネルの切子調カットガラスはメーカーオプション。

切子調カットガラス & ハンドプリーツ
切子とは、カットグラスの技法で装飾を施した
ガラス。さまざまな角度で美しいカットを切子
の職人と追求しました。光を受けることで表情
を変える切子は、室内を官能的に演出します。
1枚の布を職人の手で折り重ねた立体的な表情
のハンドプリーツは、斬新さとエレガントさで
感性を刺激します。

プラチナ箔＆西陣®

金箔で名高い金沢の職人により極薄のプラチナ
箔を一枚一枚手貼りし、奥ゆかしいマットな質感
を表現したオーナメントパネルと、銀の引箔
を使い、京都の老舗で緻密に織り上げ、自然
が生み出す美しい情景を表現した西陣織®の
ドアトリム。素材本来の質感を活かし、アート
の領域に昇華させました。

Photo: LS500h“EXECUTIVE Advanced Drive”。ボディカラーの銀影ラスター〈1 L3〉はメーカーオプション。

“EXECUTIVE” 
その他の標準装備 （92ページの“version L”その他の標準装備から追加・変更される装備）

●リヤクォーターガラス（IR･UVカット･プライバシー機能付/遮音タイプ）

●助手席420mmロングシートスライド

●フロントヘッドレスト（前後上下電動調整式/サイド部可動/助手席電動可倒式）

●22Way調整式リヤパワーシート（ペルビックサポート機能付電動ランバーサポート）＊1

●電動オットマン（伸縮機構付/後左席）/プリセットポジション（後左席）

●降車時リクライニングサポート機能（後左席）

●温感リラクゼーション機能（後左右席）

●レクサス クライメイト コンシェルジュ（4席独立温度調整オートエアコン［クールボックス･花粉除去モード付］）

●リヤエアコン（左右ルーフレジスター）

●リヤシートエンターテインメントシステム＊2

等

その他のメーカーオプション
●245/50R19ランフラットタイヤ＆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）＊3

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）

●L-ANILINE本革シート（運転席･助手席･後左右席シートヒーター＆ベンチレーション機能付）

●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）

等

“EXECUTIVE Advanced Drive” 
その他の標準装備 （“EXECUTIVE”のその他の標準装備から追加･変更される装備）

●Advanced Drive

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）

●Advanced Drive専用12.3インチTFT液晶式メーター

　（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付）

等

その他のメーカーオプション
●245/50R19ランフラットタイヤ＆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）＊3

●L-ANILINE本革シート（運転席･助手席･後左右席シートヒーター＆ベンチレーション機能付）

●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）

等

※“EXECUTIVE Advanced Drive”のエクステリア･インテリアの特徴は、100-101ページをご覧ください。

245/50R19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）

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（スパッタリング塗装）

■インテリアカラー

■シートマテリアル ■オーナメントパネル（ドアトリム）

セミアニリン本革（ホワイト） セミアニリン本革（ブラック） レーザーカットスペシャル（ブラック） アートウッド（オーガニック）

セミアニリン本革（クリムゾン＆ブラック） セミアニリン本革（ヘーゼル）

L-ANILINE本革（ブラック） L-ANILINE本革（オーカー）

ホワイト ブラック ヘーゼル オーカー

LS500h LS500

LS500h

LS500

LS500 LS500h LS500

LS500h LS500 LS500h LS500

LS500h LS500

＊ 1 .  後左席は22way、後右席は16wayとなります。
＊2. リヤシートエンターテインメントシステムは非装着も選択できます。
＊3. 標準仕様からタイヤのみランフラットタイヤに変更となります。

標準装備 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。

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（切削光輝＋ブラック塗装）



LS500h / LS500 “version L”
LS500h  “version L Advanced Drive”

Photo: LS500h“version L Advanced Drive”。ボディカラーはグラファイトブラックガラスフレーク〈223〉。

“version L”
その他の標準装備 （96ページのその他の標準装備から追加・変更される装備）

●後左右席SRSシートクッションエアバッグ

●運転席･助手席イージーアクセスバックル　●後席自動リクライニング機能

●パワーイージーアクセスシステム（運転席オートスライドアウェイ･オートリフトアップ･リターンメモリー/

運転席･助手席クッションサイドアウェイ機能付）

●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）

●本木目＋本革ステアリング（ソフトレザーパッド･ステッチ･パドルシフト付）＆本革シフトノブ

●ウルトラスエード®ルーフ/サンバイザー　●フロントシートバック本杢目オーナメントパネル

●電動サンシェード（リヤドア･リヤクォーター）

●セミアニリン本革シート（運転席･助手席･後左右席シートヒーター＆ベンチレーション機能付）

●28Way調整式フロントパワーシート（マルチサポートシステム･ポジションメモリー付）

●フロントリフレッシュシート　●フロントヘッドレスト（前後上下電動調整式/サイド部可動）

●16Way調整式リヤパワーシート（ペルビックサポート機能付電動ランバーサポート）

●後左右席大型ヘッドレスト（前後上下電動調整式/サイド部可動/メモリー機能付）

●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･リヤマルチオペレーションパネル付）

●レクサス クライメイト コンシェルジュ（4席独立温度調整オートエアコン［花粉除去モード付］）

●“マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム

　等

その他のメーカーオプション
●245/50R19ランフラットタイヤ＆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）＊

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）  

●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）

等

“version L Advanced Drive”
その他の標準装備 （“version L”のその他の標準装備から追加･変更される装備）

●Advanced Drive

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）

●Advanced Drive専用12.3インチTFT液晶式メーター

　（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付）

●リヤエアコン（左右ルーフレジスター）

等

その他のメーカーオプション
●245/50R19ランフラットタイヤ＆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）＊

●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）

等

※“version L Advanced Drive”のエクステリア･インテリアの特徴は、100-101ページをご覧ください。

245/50R19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）

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（スパッタリング塗装）

LS500h LS500

■インテリアカラー

■シートマテリアル ■オーナメントパネル（ドアトリム）

セミアニリン本革（ホワイト） セミアニリン本革（シャトー） レーザーカットスペシャル（ブラック） アートウッド（オーガニック）

セミアニリン本革（ブラック） セミアニリン本革（ヘーゼル） アートウッド（ヘリンボーン）

ウォールナット（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）

アッシュ（オープンフィニッシュ/墨ブラック）

ホワイト シャトー ブラック

ヘーゼル Photo: LS500h“version L”。

メーカーオプション

LS500h LS500hLS500LS500h LS500

LS500h LS500

LS500

LS500h LS500

※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。

＊標準仕様からタイヤのみランフラットタイヤに変更となります。

LS500h LS500

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（切削光輝＋ブラック塗装）



LS500h / LS500 “F SPORT”

ホワイト Photo: LS500h“F SPORT”。

■インテリアカラー

■シートマテリアル ■オーナメントパネル（ドアトリム）

“F SPORT”専用本革/ウルトラスエード®

（ブラック＆ホワイトグレー）
“F SPORT”専用本革/ウルトラスエード®

（フレアレッド）
本アルミ（名栗調仕上げ/シルバー）

“F SPORT”専用本革/ウルトラスエード®

（ホワイト）

ブラック＆ホワイトグレー フレアレッド

Photo: LS500h“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。

その他の標準装備 （96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＆“F SPORT”専用サイドグリル（メッシュタイプ）

●“F SPORT”専用モール（漆黒メッキ/フロントロアバンパー･ロッカー･リヤアッパー）＆

　“F SPORT”専用リヤバンパーロアガーニッシュ（ブラック塗装）

●“F SPORT”専用フロント対向6ポッドアルミモノブロックキャリパー･

　φ400mmスパイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ（2ピースディスク）

●“F SPORT”専用リヤ対向4ポッドアルミモノブロックキャリパー･

　φ359mmスパイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ

●VDIM（アクティブステアリング統合制御付）＋LDH（アクティブスタビライザー付）

●パワーイージーアクセスシステム（運転席オートスライドアウェイ･オートリフトアップ･リターンメモリー/

運転席･助手席クッションサイドアウェイ機能付）

●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）

●“F SPORT”専用TFT液晶式メーター

　（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付）

●“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

●ウルトラスエード®ルーフ/サンバイザー

●“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付）

●“F SPORT”専用本革/ウルトラスエード®スポーツシート

（運転席･助手席シートヒーター＆ベンチレーション機能･後左右席シートヒーター付）

●28Way調整式フロントパワーシート（マルチサポートシステム･ポジションメモリー付）

等

メーカーオプション
●“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー（フロント・リヤLEXUSロゴ）

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）

●“マークレビンソン”リファレンス3D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）

等

＊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。

フロント245/45RF20＋リヤ275/40RF20
ランフラットタイヤ＆“F SPORT”専用アルミホイール
（ブラックスパッタリング塗装）＊

※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。

LS500 2WD

標準装備



LS500h / LS500 “I package”

ホワイト Photo: LS500h“I package”。

■インテリアカラー

■シートマテリアル ■オーナメントパネル（ドアトリム）

本革（ホワイト） 本革（シャトー） アートウッド（オーガニック） アートウッド（ヘリンボーン）

本革（ブラック） 本革（ヘーゼル） ウォールナット（オープンフィニッシュ/ダークブラウン）アッシュ（オープンフィニッシュ/墨ブラック）

シャトー ブラック ヘーゼル

LS500h LS500 LS500h LS500

Photo: LS500h“I package”。ボディカラーはソニックイリジウム〈1L2〉。

その他の標準装備
●Lexus Safety System ＋A

●Advanced Park＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）［PKSB］＊1

●パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊1

●パーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者）［PKSB］＊1

●ブラインドスポットモニター［BSM］

●雨滴感知式オートワイパー（ダイレクトスプレー機能付）

●デジタルインナーミラー

●パワーイージーアクセスシステム（運転席オートスライドアウェイ･オートリフトアップ･リターンメモリー機能付）

●パワートランクリッド（挟み込み防止機能付）

●大型カラーヘッドアップディスプレイ

●電動サンシェード（リヤウインドゥ）

●本革ステアリング（パドルシフト付）＆本革シフトノブ

●本革シート（運転席･助手席シートヒーター＆ベンチレーション機能付）

●運転席20Way/助手席18Way調整式フロントパワーシート

（ペルビックサポート機能付電動ランバーサポート･ポジションメモリー付）

●フロントヘッドレスト（前後上下電動調整式）

●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［花粉除去モード付］）

●レクサスLSプレミアムサウンドシステム

●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）

等

その他のメーカーオプション
●245/50R19ランフラットタイヤ＆ノイズリダクションアルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）＊2

●ムーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）

●“マークレビンソン”リファレンス3D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）＋後左右席シートヒーター

等

＊ 1 .  字光式ナンバープレートは装着できません。
＊2. 標準仕様からタイヤのみランフラットタイヤに変更となります。

245/50R19タイヤ&
ノイズリダクションアルミホイール 
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（スパッタリング塗装）

LS500h LS500

LS500h

標準装備 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。

LS500h LS500

245/45R20ランフラットタイヤ＆
ノイズリダクションアルミホイール
（切削光輝＋ブラック塗装）



“EXECUTIVE” “version L”

LS500h / LS500

“I package” “F SPORT”

メーター

ステアリング

後左右席大型
ヘッドレスト

後席センター
アームレスト

ルーフ

サンバイザー

EQUIPMENT CHART

※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。

■ モデル別主な標準装備比較

“EXECUTIVE” “version L”

LS500h / LS500

“I package” “F SPORT”

アルミホイール

ライセンス
メッキモール

リヤロアバンパー
モール

“F SPORT”専用 LS500h

LS500

“F SPORT”専用ディンプル本革

ファブリック

カップホルダー･収納ボックス付

前後上下電動調整式

マニュアル上下調整式

本革

前後上下電動調整式前後上下電動調整式/サイド部可動前後上下電動調整式/サイド部可動/助手席電動可倒式

マニュアル上下調整式

LS500h

本木目＋本革

ウルトラスエード® ウルトラスエード®

前後上下電動調整式/サイド部可動/メモリー機能付

カップホルダー･収納ボックス･リヤマルチオペレーションパネル付

LS500

“F SPORT”専用（漆黒メッキ）

“F SPORT”専用（漆黒メッキ）

LS500h“F SPORT”専用（漆黒メッキ）

LS500“F SPORT”専用

LS500h LS500
（バンパー付バッフル［メッキ］）

“F SPORT”専用20インチ（ブラックスパッタリング塗装）1 9インチ（ハイパークロムメタリック塗装） 1 9インチ（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

グリル

ロアモール

サイドグリル

サイドモール

ロッカー
メッキモール

フロントヘッドレスト



メーター

ステアリングコラム

メインスイッチ

スピンドルグリル

フロントフェンダー

リヤバンパー

EQUIPMENT CHART

■ Lexus Teammate搭載モデルのエクステリア･インテリア比較

Advanced Drive搭載車 Advanced Park搭載車 Advanced Drive搭載車 Advanced Park搭載車

Advanced Drive専用12.3インチ

ドライバーモニターカメラ

ステアリングスイッチ インパネロア部スイッチ

LiDAR

LiDAR

LiDAR

※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。

標準装備

LS500h全車“EXECUTIVE Advanced Drive” “version L Advanced Drive” LS500h全車“EXECUTIVE Advanced Drive” “version L Advanced Drive”

※Advanced Park搭載車の写真（100-101ページ）はAdvanced Drive非搭載モデル（LS500h “EXECUTIVE”）です。

L E 1 78 9 - 2 2 1 0
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