RC

RC350/RC300h/RC300

Lexus Dealer Option
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Photo：RC350“version L”。ボディカラーはソニックチタニウム〈1Ｊ7〉。
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 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。
リヤスポイラー（カーボン）、鍛造アルミホイール（BBS製・タイプB/スーパーグロスブラックメタリック）、エアロスタビライジングフィン、
ドアハンドルガーニッシュ（メッキ）、バルブキャップ（ロゴ入り）はディーラーオプション。
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Recommended Item
レクサス オ ー ナーに 高い 満 足 感 をもた らす、リコメンドアイテムをご用意しました。
高品質 のアイテム から 定 番 品まで、幅 広い ラインアップからお選びいただけます。
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※写真は装着イメージです。

LEXUS
004
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タイプF

F SPORT

001

プロジェクションカーテシイルミ
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タイプF

リヤスポイラー（カーボン）
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運転席・助手席ドアを開くとロゴが路面を照らし、

軽量かつ剛性の高いCFRPの使用によりデザイン

夜間の乗り降りを、
よりやさしく、上質にエスコートします。

意匠の向上と走行性能への貢献を、一切の妥協 なく追求したリヤスポイラー。

プロジェクションカーテシイルミ(LEXUS）
24,200 円（消費税抜き 22,000 円） 0.2H 〈D4C3〉
設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、
RC300 F SPORT は除きます。
（フロント）
●1台分

の自由度を高めることで、

度重なる形状チューニングの末にリヤの浮力

を打ち消す ゼロリフト を実現し、

確かな操縦安定性を獲得。さらに車両全体の

整流促進にも寄与し、

コーナリングも楽しめるハンドリング性能を 実現します。
165,000円（消費税抜き150,000円）

2.1H

〈S5EK〉

設定：字光式ナンバープレート装着車は除きます。
材質：炭素繊維強化樹脂（CFRP）

プロジェクションカーテシイルミ(F SPORT）
24,200 円（消費税抜き 22,000 円） 0.2H 〈D4C3〉
設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、
RC300 F SPORT
●1台分
（フロント）
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フロアマット
（タイプF）

スポーツドライビングに適した耐久性を誇る
消臭・抗菌・防汚機能付きです。

※写真の色や照度は実際とは異なります。
※周囲の明るさや路面状況によって見え方が異なります。
※P.13 もあわせてご覧ください。

タイプA

ボディと同色に仕上げたナンバーフレームと、ロックボルトのセットです。ナンバーフレームは
立体感のあるフレームタイプ。LEXUSロゴの入ったシルバーのオーナメントが存在感とプレミアム感を
演出します。ロックボルトはレクサスマークをあしらい、洗練されたデザイン性と高い機能性を両立。
専用工具以外ではボルトの取り外しが困難な独自形状を採用し、高いセキュリティ性を発揮します。

16,060 円（消費税抜き 14,600 円）〈BLFU〉
設定：字光式ナンバープレート装着車は除きます。
色【ナンバーフレーム】：全ボディカラー対応 材質：フレーム部 / 樹脂（ABS）、オーナメント部 / アルミニウム
セット内容：ナンバーフレーム（リヤ）、
ロックボルト 3本、専用キーパターンロック 1 個 ロックボルトサイズ：直径 18mm
※ナンバーフレーム（リヤ）・ロックボルトは、
それぞれ単品でもご購入いただけます。
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F SPORT 専用フロアマット。

ナンバーフレーム（リヤ・ロゴ入り）＆ロックボルト
（ロゴ入り）セット

フロアマット
（タイプA）

毛足の長いパイルを高密度に織り込んだ、ラグジュアリーな踏み心地のフロアマット。
消臭・抗菌・防汚機能付きです。

97,900円（消費税抜き89,000円）
〈A1AF〉

97,900円（消費税抜き89,000円）
〈A1AA〉

設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、RC300 F SPORT
色：ブラック 材質：表面/ナイロン、
裏面/樹脂（TPS）
●1台分
※他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
※詳しくは P.07 をご覧ください。

設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、
RC300 F SPORT は除きます。
色：ブラック 材質：表面/ナイロン、裏面/樹脂（TPS）
●1台分
※他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
※詳しくは P.14 をご覧ください。

0.0H → 標準取付時間
04

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。
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F SP ORT PARTS

（レクサス純正）

ダイナミズ ムとエレガンス をさらに 増 幅させる、より官能的な“F SP O RT PARTS”。
優美な エクステリアに、より走りの 愉 悦 を誘うアイテムをご用意しました。

Photo：RC350“version L”。ボディカラーのラディアントレッドコントラストレイヤリング〈3T5〉、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 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。
リヤスポイラー（カーボン）、鍛造アルミホイール（BBS製・タイプA/マットブラック）、エアロスタビライジングフィンはディーラーオプション。
※写真の一部は合成です。

マットブラック
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リヤスポイラー（カーボン）

軽量かつ剛性の高い CFRP の使用によりデザインの自由度を高めることで、

042

鍛造アルミホイール（BBS製）

“F SPORT”
タイプ A

649,000 円（消費税抜き 590,000 円）

度重なる形状チューニングの末にリヤの浮力を打ち消す ゼロリフト を実現し、

タイプ B

647,900 円（消費税抜き 589,000 円）

確かな操縦安定性を獲得。
さらに車両全体の整流促進にも寄与し、

設定 : RC350 “F SPORT”、RC300h “F SPORT”、
RC300 “F SPORT”
サイズ：フロント /19×8.5J インセット 45、
リヤ /19×9.5J インセット 60
重量：フロント /13.0kg、
リヤ /12.9kg＊
色：タイプ A/ マットブラック塗装、タイプ B/ スーパーグロスブラックメタリック塗装

意匠の向上と走行性能への貢献を、一切の妥協なく追求したリヤスポイラー。

コーナリングも楽しめるハンドリング性能を実現します。
165,000 円（消費税抜き 150,000 円）

2.1H 〈S5EK〉

設定：字光式ナンバープレート装着車は除きます。

タイプ A
タイプ B

0.0H → 標準取付時間

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。

F SPORT PARTS（レクサス純正）は、5年間10万km保証です。
保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店でF SPORT PARTS
（レクサス純正）を取り付けた日（販売した日）から
5年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が100,000kmまでとします。

2.2H ＊マットブラック
〈BSGU〉

2.2H ＊スーパーグロスブラックメタリック
〈FBRU〉
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エアロスタビライジングフィン

エアロダイナミクスに大きく貢献。

適した耐久性を誇る“F SPORT”専用フロアマット。車両フロアへの固定、取り外しはノブを

走行時にフィン後方に発生する渦状の気流で

回転させるだけで簡単に行えます。消臭・抗菌・防汚機能付きです。

車体を左右から押さえつけ、
操縦安定性を確保します。
19,800 円（消費税抜き 18,000 円）

636,900 円（消費税抜き 579,000 円）

色：全ボディカラー対応
材質：合成ラバー（EPDM）

2.2H ＊スーパーグロスブラックメタリック
〈FBSU〉

設定：RC350 “F SPORT”、RC300h “F SPORT”、
RC300 “F SPORT”は除きます。
サイズ：19×8.5J インセット 45 重量：13.0kg＊
色：タイプ A/ マットブラック塗装、タイプ B/ スーパーグロスブラックメタリック塗装
＊ 希望小売価格、
標準取付時間は1台分、
重量は1本分。

フロアマット
（タイプF）

イギリス伝統の「ウィルトン織」を用い、丹念に織り上げることで、
スポーツドライビングに

638,000 円（消費税抜き 580,000 円）
2.2H ＊マットブラック
〈BSHU〉
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小さな空力パーツながら

97,900 円（消費税抜き 89,000 円）
〈A1AF〉
設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、RC300 F SPORT

“F SPORT”以外

材質：炭素繊維強化樹脂（CFRP）
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スーパーグロスブラックメタリック

0.4H 〈P3Q1〉

色：ブラック
材質：表面 / ナイロン、裏面 / 樹脂（TPS）
●1 台分
※他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。
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F SP ORT PARTS

（

）

風 を纏うエアロパーツ は 走りを高 揚へと導く。
地との 一 体 感 を演 出するス ポーツ パ ーツ で、新 た なドライビング体験を。

501

F SPORT PARTS
（TRD）
エアロダイナミクスパッケージ（フロントスポイラー・エアロダイナミクスミラーカバー・サイドスカート・スポーツマフラー＆リヤディフューザー）

塗装済

589,600 円（消費税抜き 536,000 円）

9.5H 〈VA1U〉
、
BLACK EDITION ＊1
〈VA2U〉

素地

569,800 円（消費税抜き 518,000 円）

9.5H

12.0H 〈VB1U〉

Photo：RC300h “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〉。三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）、
フロント235/40R19 92Yタイヤ&19×8½J F SPORT 専用ENKEIアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）、
リヤ265/35R19 94Yタイヤ&19×9½J F SPORT 専用ENKEIアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）、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。
エアロダイナミクスパッケージ（フロントスポイラー、エアロダイナミクスミラーカバー、サイドスカート、
スポーツマフラー＆リヤディフューザー）、
フロントカナードは F SPORT PARTS
［TRD］
（ディーラーオプション）。 ※写真の一部は合成です。
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フロントスポイラー

塗装済

110,000 円（消費税抜き 100,000 円）
1.5H 〈VA11〉
、
BLACK EDITION ＊1
〈VA12〉

素地

103,400 円（消費税抜き 94,000 円）
1.5H

4.0H 〈VB11〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約29mm ダウン
※3分割構造のスポイラーです。
※ポップアップフードのシステムが正常に作動することを
確認しています。

0.0H → 標準取付時間
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フロントカナード

フロントベゼルからの一体感を重視した
躍動的なデザインは、走行時の乗り心地向上を

エアロダイナミクスミラーカバー

意匠権登録済

実用新案登録済

先進的なスタイリングは見た目の美しさも

含めた操縦安定性をもたらします。

さることながら、
走行時の風切り音低減と明快な

71,500 円（消費税抜き 65,000 円）1.1H 〈VAC4〉

運動性能の向上をもたらします。

色：ブラック
〈212〉
材質：樹脂（ABS）

61,600 円（消費税抜き 56,000 円）2.0H 〈VAG6〉

0.0H → 標準塗装時間

※標準取付時間、
標準塗装時間が記載されている商品につきましては、
別途取付費、
塗装費が必要です。

F SPORT PARTS（ TRD ）は、3年間6万km保証です。
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505

サイドスカート

506

スポーツマフラー & リヤディフューザー

塗装済

110,000 円（消費税抜き 100,000 円） 3.0H 〈VA21〉、BLACK EDITION＊1〈VA22〉

塗装済

308,000 円（消費税抜き 280,000 円） 3.0H 〈VA4U〉、BLACK EDITION＊1〈VC1U〉

素地

103,400 円（消費税抜き 94,000 円） 3.0H

素地

301,400 円（消費税抜き 274,000 円） 3.0H

4.0H 〈VB21〉

材質：樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約43mm ダウン

4.0H 〈VB4U〉

サイズ（スポーツマフラー）：テールエンド /φ76mm
材質：スポーツマフラー / ステンレススチール、
リヤディフューザー / 樹脂（PPE）
地上高：オリジナルより約33mm ダウン
※スポーツマフラーとリヤディフューザーは同時装着必須です。

色：ブラック
〈212〉
材質：樹脂（ABS）

※P08-P10のTRDパーツは、全グレードに装着できます。
＊1. BLACK EDITION はブラック〈212〉に塗装されたパーツです。全ボディカラーが 対象と
なります。
ただしボディカラーがブラック
〈212〉
の場合は通常の塗装済をお選びください。

純正カラー塗装済設定色
ホワイトノーヴァ
ガラスフレーク
〈083〉

●その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装いたします。
ブラック
〈212〉

グラファイトブラック
ガラスフレーク
〈223〉

■掲載価格は
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜ 22 年 12 月現在のもの＞で参考価格です。
価格、
取付費、
塗装費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。
■車両本体製造事業者：トヨタ自動車株式会社
■カスタマイズパーツ：
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店で F SPORT PARTS（TRD）を取り付けた日（販売した日）から、

■本ページ商品は
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの取り扱い商品であり、
レクサス純正用品ではありません。

3 年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が 60,000km までとします。

※P08-09 の商品の詳細につきましては、
最後のページのお問い合わせ先にてご確認ください。
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F SP ORT PARTS

（

）

EXTERIOR

クルマの ねじれ を防ぐ強 靭 なメンバ ーブレ ース はしなやかな乗り心地を。

エレガンスさと機能性を両立させたデザインと品質を実現したアクセサリー。

見た目だけ では ない、モ ータース ポーツ に 裏 付 けされた確かな技術は、RC を官能的スポーツに変貌させる。

独自の個性に磨きをかけ、RC に相応しい新たな表情とアクセントを演出します。

011

ドアエッジプロテクター

ドアを開ける際の傷つきを防ぐプロテクターは、
ボディと同色で薄く抑えたデザインを施し、
スタイリングと調和する美しさを追求しました。
7,150 円（消費税抜き 6,500 円）

0.3H 〈K6BA〉

色：全ボディカラー対応
サイズ：L790×W8.6×H3.9mm
材質：樹脂
（ポリ塩化ビニル）
●1台分
（フロント）

ドアエッジプロテクター
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プロテクションフィルム（ドアハンドル）

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルムです。
ボディカラーの美しさを損なわず、ハンドルを握る際の、
ツメなどによるボディへの傷つきを防ぎます。
あなたのボディカラーに黒のオーラを。感性を魅惑する BLACK EDITION。

6,270 円（消費税抜き 5,700 円）

BLACK EDITION はブラック
〈212〉
に塗装されたパーツです。全ボディカラーが対象となります。
ただしボディカラーがブラック
〈212〉の場合は通常の塗装済をお選びください。

0.4H 〈M5A3〉

サイズ：L95×W88×H0.2mm
材質：ウレタン
（フロント）
●1 台分
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

Photo：RC300h “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〉。三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）、
フロント235/40R19 92Yタイヤ&19×8½J F SPORT 専用ENKEIアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）、
リヤ265/35R19 94Yタイヤ&19×9½J F SPORT 専用ENKEIアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）、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。
エアロダイナミクスパッケージ（フロントスポイラー［BLACK EDITION］、エアロダイナミクスミラーカバー、サイドスカート
［BLACK EDITION］
、
スポーツマフラー＆リヤディフューザー［BLACK EDITION］）、
フロントカナードはF SPORT PARTS［TRD］
（ディーラーオプション）。

プロテクションフィルム
（ドアハンドル）
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プロテクションフィルム（リヤバンパー）

荷物の積み降ろし時にリヤバンパー上部への傷つきを防ぎます。
510

メンバーブレース

511

パフォーマンスダンパー

ボディフロア全体を前から後ろまでバランスよく補強することで、

走行時における変形やノイズ・振動を効果的に減衰させることにより、

サスペンションがより効果的に路面からの入力を受け止め、

上質な走りはもちろんのこと、操縦安定性や快適性の向上などの

しなやかな乗り心地と安定したロードホールディング性能に寄与します。

優れた効果をもたらします。

110,000 円（消費税抜き 100,000 円） 1.5H 〈VC55〉

110,000 円（消費税抜き 100,000 円） 1.0H 〈VC52〉

材質：スチール
※パフォーマンスダンパー との同時装着を行うことで、
より高い効果を発揮します。

透明フィルムにLEXUSロゴを配し、プレミアム感を演出します。
15,400 円（消費税抜き 14,000 円）

0.3H 〈S1AH〉

サイズ：L100×W851×H0.3mm
材質：ウレタン
※車両になじむ透明フィルムを使用しています。

※メンバーブレースとの同時装着を行うことで、
より高い効果を発揮します。
■「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。

プロテクションフィルム
（リヤバンパー）
0.0H → 標準取付時間

0.0H → 標準塗装時間

※標準取付時間、
標準塗装時間が記載されている商品につきましては、
別途取付費、
塗装費が必要です。

F SPORT PARTS（ TRD ）は、3年間6万km保証です。
10

■掲載価格は
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント希望小売価格＜ 22 年 12 月現在のもの＞で参考価格です。
価格、
取付費、
塗装費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。
■車両本体製造事業者：トヨタ自動車株式会社

ロゴ部分

■カスタマイズパーツ：
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店で F SPORT PARTS（TRD）を取り付けた日（販売した日）から、

■本ページ商品は
（株）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの取り扱い商品であり、
レクサス純正用品ではありません。

3 年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が 60,000km までとします。

※P10 の商品の詳細につきましては、
最後のページのお問い合わせ先にてご確認ください。

0.0H → 標準取付時間

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。
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INTERIOR

EXTERIO R

ドライブの豊かさと快適性をより高めるために考え抜かれたプレミアムなアクセサリー。
乗る方のために入念につくり上げられた室内アイテムの一つひとつには、
厳選されたきめ細やかな配慮が息づ いています。
10,560 円（消費税抜き 9,600 円） 0.3H 〈R8J4〉
材質：樹脂
（ＡＢＳ）＋メッキ
●1 台分
（フロント）

014

ドアハンドルガーニッシュ
（メッキ）

ドアハンドルを彩るエレガントなメッキ加飾。
サイドビューにアクセントと上質な輝きを添えます。

5,500 円（消費税抜き 5,000 円）
シルバー
〈U8A6〉
、
ブラック
〈U8AK〉
色：ブラック、
シルバー 材質：樹脂
（PC ＡＢＳ複合材）
●1 台分
（4 個）

シルバー

001

プロジェクションカーテシイルミ

運転席・助手席ドアを開くとロゴが路面を照らし、夜間の乗り降りを、
よりやさしく、上質にエスコートします。

写真はシルバー
015

ブラック

プロジェクションカーテシイルミ(LEXUS）
24,200 円（消費税抜き 22,000 円） 0.2H 〈D4C3〉

プロジェクションカーテシイルミ(F SPORT）
24,200 円（消費税抜き 22,000 円） 0.2H 〈D4C3〉

設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、
RC300 F SPORT は除きます。
（フロント）
●1台分

設定：RC350 F SPORT 、
RC300h F SPORT 、
RC300 F SPORT
●1台分
（フロント）

照射イメージ（LEXUS）

照射イメージ（F SPORT）

バルブキャップ（ロゴ入り）

アルミホイールにさらなる上質感を付加するワンポイントアクセント。
さりげなく主張するレクサスマークが、
レクサスオーナーとしての満足感を高めます。

※写真の色や照度は実際とは異なります。 ※周囲の明るさや路面状況によって見え方が異なります。

12

0.0H → 標準取付時間

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。
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I NTERIOR
97,900円（消費税抜き89,000円）
〈A1AA〉

22,000 円（消費税抜き 20,000 円）〈H2B0〉

RC300h F SPORT 、
設定：RC350 F SPORT 、
RC300 F SPORT は除きます。
色：ブラック
材質：表面 /ナイロン、裏面 /樹脂（TPS）
●1台分
※他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

材質：ポリエステル
●収納ケース付

ケース収納時

005

フロアマット
（タイプA）

018

フロントシェード

毛足の長いパイルを高密度に織り込んだ、ラグジュアリーな踏み心地のフロアマット。表面は極限までフラットな形状をめざし、

ウインドシールドガラス一面をくまなく覆い、車内を直射日光からしっかり保護。

端部も丁寧につくりこむことで、落ち着きのある上品な仕上げとしました。

車種専用の形状なので、外観とも美しく調和し、表面に配したLEXUSロゴがプレミアム感を演出します。

車両フロアへの固定、取り外しはノブを回転させるだけで簡単に行えます。
消臭・抗菌・防汚機能付きです。

また、
コンパクトに折り畳んで薄型の専用ケースに収納できます。

12,650 円（消費税抜き 11,500 円） 0.2H 〈B9DD〉

15,400 円（消費税抜き 14,000 円） 0.5H 〈D3A1〉

セット内容：バニティランプ 2 個
ラゲージルームランプ 1 個
※写真の色や照度は実際とは異なります。
※本製品を2個以上比べた場合、
LEDの個体差により
若干色が違って見える場合があります。
※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、
光がちらついて見える場合がありますが、
製品異常ではありません。

色：ブラック
サイズ：L85×W130×H235mm
材質：表面 / ウレタン、
裏面 / 樹脂
（PET）
※取り付け用フックの脱着はできません。

ラゲージルームランプ
フタを開けた状態

バニティランプ
017

LEDバルブセット

車両標準仕様
019

クリーンボックス

室内照明をLEDに交換することで、省電力はもとより、クリアなホワイトの光でシャープな明るさが得られます。

革調表皮に型押しのLEXUSロゴをあしらったクリーンボックス。

バニティランプは暖かみのあるホワイトの光で、肌の色なども自然な色合いで見ることができます。

助手席コンソール側面に取り付けて使用でき、500mlペットボトル2本までの収納が可能です。
フタは開閉の容易なマグネット式。使用しない時はボックス部分を薄く折り畳むことができます。

0.0H → 標準取付時間
14

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。
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SAFETY & UTILITY

INTERIO R

レクサス純正用品の品質基準を満たしたセーフティ＆ユーティリティアイテムで、
これからのカーライフをさらに快適に、しっかりとサポートしていきます。

リヤカメラ

フロントカメラ

020

トランクマット

021

トランクトレイ

024

ドライブレコーダー（カメラ一体型タイプ）

701

前後方ドライブレコーダー（TZ-DR210）

ラゲージルームを汚れや傷つきから守ります。フロアマットと

2枚のシートをファスナーで合わせた二重構造のトレイ。

デザインも機能もシンプルなモデル。

車両の前方・後方を録画する2カメラタイプのモデル。

同じメタルプレートのロゴをあしらっているので、

上面の生地には滑り止めと撥水加工を施し、
濡れたものや

本機の手動録画スイッチを操作することで、

後続車からのあおり運転を記録し、駐車監視機能により

車内を統一した印象でまとめることができます。

汚れたものを置いていただけます。
ファスナーを開けて袋状の

5件のイベント録画も可能です。

当て逃げにも有効です。Gセンサーで衝撃を検知すると

消臭・抗菌機能付きです。

スペースを使えば、
汚したくないものを分けて積むことも可能です。

23,650 円（消費税抜き 21,500 円） 0.7H 〈20G2〉

衝撃録画データとしての映像を記録します。
（約1分〜2分間）

生地製のため、振動などに対しても静かです。

サイズ：L85×W40×H35mm
取付位置：フロントウインドゥガラス貼付け
付属品：8GB microSD カード

また録画した映像はドライブレコーダー本体の

25,300 円（消費税抜き 23,000 円）〈A2A1〉
【RC350/RC300】
サイズ : L1,041×W1,514mm

液晶画面にて再生可能です。

35,200 円（消費税抜き 32,000 円）
〈J0EA〉

重量 : 2,030g

【RC350/RC300】
サイズ : L1,020×W1,480×H40mm

【RC300h】
サイズ : L1,007×W1,290mm 重量 : 1,830g
材質：表面 / ナイロン、裏面
（不織布）
/ポリエステル

■録画可能範囲イメージ

重量 : 2,700g

【RC300h】
サイズ : L1,005×W1,290×H40mm 重量 : 2,505g
材質：表面 / ポリエステル
（撥水加工）
、
中面 / 防水フィルム・半硬質ウレタン、
裏面 / ポリエステル

■録画可能範囲イメージ
136°

ファスナーを開けた状態
（取付位置イメージ）

44,220 円
（消費税抜き 40,200 円） 2.8H〈4127〉

サイズ：フロントカメラ /L27×W90×H56mm、
リヤカメラ /L24×W62×H26mm
取付位置：フロントカメラ/フロントウインドゥガラス貼付け、
リヤカメラ/リヤウインドゥガラス貼付け
付属品：32GB microSD カード

フロント
カメラ

※カメラの
取付位置は
車種により
異なります。
（取付位置イメージ）
※カメラの取付位置は車種により
異なります。

022

ラゲージネット

023

ラゲージBOX

走行中、大切な荷物が動かないよう、荷を覆うように固定させる

ラゲージの荷物をまとめて収納できるファブリック製収納ボックス。

フロアネット。
フックへの掛け外しは力の弱い方でも簡単に行う

LEXUSロゴをプリントしたシンプルなデザインです。持ち運びに

ことができ、
トランクマット、
トランクトレイ、それぞれと同時に

便利な取っ手（ベルト左右2カ所）付き。使用しない時は、
コンパクトに

使うこともできます。

折り畳むことができます。

12,100 円（消費税抜き 11,000 円）

荷崩れ防止状態

色：ブラック
サイズ : 使用時 /Ｌ350×Ｗ550×Ｈ250mm
折り畳み時 /Ｌ50×Ｗ550×Ｈ350mm
耐荷重：約 5kg
材質：ポリエステル

カメラ一体型タイプ

前後方＊1

記録方式

常時録画 / イベント録画（手動）

常時録画 / イベント録画（自動・手動）

GPS/G センサー

̶

●

駐車時録画

̶

●＊2

録画可能範囲

前方のみ

前方・後方

再生機器

パソコン

ドライブレコーダー本体 / パソコン

フルHD/200万画素

フルHD/200万画素

約150分（フルHD）

約140分（フルHD）〜約345分（HD）

録画時間（映像は順次上書き）

折り畳み時

130°

■ 機能差

画質

12,100 円（消費税抜き 11,000 円）〈J0D3〉

0.2H 〈J1CA〉

サイズ : L610×W715mm
材質：ネット / ポリエステル・ウレタン・ナイロン、
フック / 樹脂
（POM）

リヤカメラ

※検査標章などの装着物の位置によっては、
ドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。
＊1.トヨタモビリティパーツ株式会社の取り扱い商品です。最新の製品情報につきましては販売店におたずねください。
また、詳細につきましてはhttps://www.tacti.co.jp/sds/tz/にてご確認ください。
＊2.駐車時の長時間の録画は、車両バッテリーの寿命を短くすることがあります。駐車時の設定時間は、
１時間以下を目安としてください。
また、バッテリーの定期的な点検をお願いします。

0.0H → 標準取付時間
16

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。
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SAF E T Y & UTIL ITY

裏面

025

リモートスタート
（プレミアム）＊

裏面

026

リモートスタート
（ベーシック）＊

027

スノー・レジャー用フロアマット(縁高タイプ）

標準装備のスマートキーとセットで持つことを

最大４０mmの縁の高さで雨水や雪、泥などの

スマートキーとリモートスタートの

考慮したコンパクトなサイズ。

汚れから車内を守り、
レジャーにも適した

2つを持つ必要はありません。

スマートキー機能以外はプレミアムタイプと

防水マットです。RCにフィットする専用設計、

遠隔操作によるエンジンの始動・停止の他、

同様の充実した基本機能を搭載しています。

ズボンの裾の汚れを防ぐ高い溝や縁など、

リモートスタートにスマートキー機能を一体化。

外気温が5℃未満の時に操作すると、
デフロスター・デフォッガーが自動で作動し、
凍結したガラスの曇りをスピーディに解消。
またリモートスタート作動中でも、
ドアの解錠が可能です。

68,200 円（消費税抜き 62,000 円）

RC350/RC300 0.7H 〈DEQU〉

サイズ：L63×W36×H19mm
（突起部を除く）
リモコンアンテナ部：156mm
（伸長時）

17,600 円（消費税抜き 16,000 円）〈A2J7〉
色：ブラック
材質：合成ラバー
（SBR）
● フロント用 2枚
※他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

RC300h 0.8H 〈DEQU〉

サイズ：L95×W45×H23mm（メカニカルキー装着時）
リモコンアンテナ部：147mm
（伸長時）
※内蔵メカニカルキーは、車両のキーナンバー確認後の
手配となりますので、お受け取りいただくまで、
車両に付属のスマートキーを携帯してください。

車両フロアへの固定、取り外しは
ノブを回転させるだけで簡単に行えます。

88,000 円（消費税抜き 80,000 円）

ブラック

細部にまでつくりこみを徹底しました。

0.7H 〈DERU〉
RC300h 0.8H 〈DERU〉

RC350/RC300

イエロー＆ブラック

＊車両停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例に
より、罰則を受けることがありますのでご注意ください。
（ご購入の際は地方自治体の条例などをご確認ください。）
一般公道上や閉め切った場所でのご使用はお止めください。
また使用時には周囲の安全を十分にご確認の上ご使用ください。

031

17,600 円（消費税抜き 16,000 円）

本革キーケース

使い込むほどに風合いを増す本革のキーケースです。
スマートキーカバー部の牛革は、
傷やしわのない高品質な革にのみ許されるアニリン仕上げ。表面に透明感をもたらし、
牛革の細かなきめを引き立てます。
ストラップとLEXUSロゴを型押ししたタグには

イエロー＆ブラック
〈B1K0〉、
ブラック
〈B1K1〉
サイズ：スマートキーカバー部 / L90×W65×H25mm
材質：スマートキーカバー部 / 牛革、
カバーベルト・ストラップ・ネームパーツ部 / 馬革、
ナスカン・リング部 / 真鍮＋メッキ
※天然皮革のため、色・シボ感は物によって異なります。

独特の質感が魅力の馬革を使用。艶やかなオイル仕上げを施し、バッグなどへの取り付けに
使える付属のナスカンとあわせて、LEXUSロゴ付きの化粧箱に収めました。

030

カーカバー（透湿防水タイプ）

蒸れた空気を外へ逃がすことで、
濡れたままのクルマへの配慮もしています。
裏側にボディを傷つけにくい

OPEN時

OPEN時

起毛加工を施しました。
028

タイヤチェーン（合金鋼タイプ）

クルマを前後に移動させずに取り付けられる

029

タイヤキーピングカバー（タイプS）

表面をコーティングした防炎機能付

63,800 円（消費税抜き 58,000 円）
〈 K7BA〉
色：シルバー
材質：ポリエステル

032

灰皿(プレミアム)

カップホルダーに装着して使用する、

033

灰皿(ベーシック)

034

カップホルダープレート

カップホルダーに装着できる大容量の灰皿。

カップホルダー底部に設置する

高級感漂う灰皿。機能性とデザイン性を

たばこの仮置きや火のもみ消しが

上質感あふれるプレートです。

自動増し締め機構により、装着後の面倒な

保管用カバー（4本用）。

兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。

できるように中の構造に工夫を凝らし、

美しいアルミ加飾を施し、センターには

締め直しの必要がなく、
走行中は常にチェーンを

2カ所のファスナーにより積み重ねた

LEXUSロゴを配したフタを開けると、

表面にはウォームシルバーの塗装を施して、

LEXUSロゴをあしらって

タイヤへフィットさせます。取り外しも

タイヤを容易に収納でき、LEXUSロゴを

上品な白色LEDの光が手元を照らすので、

上品な仕上げとしました。

プレミアムなイメージを高めています。

前面のレバーを引くだけで瞬時に行えます。

プリントしたキャップを被せて保管します。

2,750 円（消費税抜き 2,500 円）
〈 C2E3〉

7,700 円（消費税抜き 7,000 円）
〈 C2F2〉

サイズ：直径 70×H90mm

材質：センター
（金属部）/ アルミニウム、
外周 / 合成ラバー
●2枚 ●装着可能部位：フロントカップホルダー

新構造。
また、走り出すとゴムの力が働く

31,900 円（消費税抜き 29,000 円）
〈 V1CB〉
設定：RC350 F SPORT 、RC300h F SPORT 、RC300 F SPORT は除きます。
● 脱着簡易機構 、自動増し締め機構
※装着しづらい場合には、車両をジャッキアップして装着することをおすすめ
します。適用サイズは新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・
タイヤの種類（特に冬用タイヤ）
・メーカーによって装着できない場合があります。

（日本防炎協会認定ラベル付）のタイヤ

屋内でご使用ください。

043

ジャッキ&レンチ

ラゲージ内の所定の位置に固定できます。

9,900 円（消費税抜き 9,000 円）〈K7G1〉
色：シルバー
サイズ：直径 669〜732×H1,100mm
（使用時）
材質：ポリエステル

8,800 円（消費税抜き 8,000 円〈
）77NR〉

夜間の使用時に便利です。

13,200 円（消費税抜き 12,000 円）
〈 C2E9〉
サイズ：直径 79×H125mm
※写真の色や照度は実際とは異なります。

設定：スペアタイヤ
（メーカーオプション）
付車は除きます。
※ジャッキはタイヤ交換以外の用途には使用しないでください。

0.0H → 標準取付時間
18

※標準取付時間が記載されている商品につきましては、別途取付費が必要です。

19

SAF E T Y & UTIL ITY
039

ジュニアシート

前面および側面衝突に対して高い安全性を持つ、
刺繍ロゴ入り

ホールド性に優れたハイバックのシートです。
身長に合わせて背もたれの高さ調節が行え、
それに連動して横幅も自動でスライド。
お子さまの座高や肩幅に合わせられます。
折りたたむこともでき、持ち運びや収納にも便利です。

49,500 円（消費税抜き 45,000 円）

タイプ B(black&red)

タイプ A(white&black)

702

TZ 緊急セットA

703

非常用トイレ

タイプ A(white&black)〈77G5〉、
タイプ B(black&red)
〈77G6〉
サイズ：最小時 /L480×W450×H690mm
最大時 /L500×W500×H830mm
折りたたみ時 /L770×W480×H250mm
重量：約 6,000g
取付方法：シートベルト

スマートタイプ10回分

NEO G-Child ISO leg＊1

災害時に役立つアイテムが多数揃った防災士監修のセット。

非常時に使える組み立て式の簡易トイレのセット。

040

防水仕様のリュックは、
水を入れたら給水袋に、

トイレ本体は約20秒で組み立て可能、

ベビー・チャイルドシート兼用モデル。

空気を入れたら枕としても使用可能*です。

耐荷重約200kgで屋外でも使用可能です。

新生児から4歳頃＊2まで長くご使用いただけます。

収納時は保管しやすいコンパクト設計で防水仕様です。

さらに、国土交通省の安全評価

7,150 円（消費税抜き 6,500 円）〈3207〉
＊完全密封ではないので、
空気が漏れる場合があります。
※保証期間はご購入日から 1 年間です。
※非常食・飲料水などは、
必要に応じてご準備することをおすすめします。
＜セット内容 (13 品目 )＞
①防水リュック
（容量 10L）
②防災 BOOK
③パーソナルメモ
④ホイッスル
⑤ダイナモライト
⑥マスク
（3 枚）
⑦レジャーシート
（L180×W180cm）

「チャイルドシートアセスメント」において

刺繍ロゴ入り

3,630 円（消費税抜き 3,300 円）
〈3296〉

ISO FIX対応モデルとして初めて

サイズ：【収納時】約 L370×W340×H65mm 【便器サイズ（組立時）】約 L270×W340×H375mm
＜セット内容＞
①トイレ本体（土台・便座）：1 個

②便袋：10 枚

乳児用・幼児用の両モードで最高評価「優」を獲得。
レクサス独自の側面衝突評価にも対応し、
安全性を高めています。

③抗菌剤配合消臭凝固剤：10 個

⑧ウェットティッシュ
⑨レスキューシート
⑩携帯トイレ
（3 枚）
⑪軍手
⑫タオル
⑬レインコート

96,800 円（消費税抜き 88,000 円）
タイプ A（black&white）
〈 77EP〉、タイプ B（dark blue）
〈 77EQ〉
タイプ C（brown）
〈 77ER〉
サイズ：L620×W415×H655mm
重量：約 10,900g（本体：4,800g、
シートベース：6,100g）
取付方法：ISO FIX

タイプ A（black&white）

タイプ B（dark blue）

タイプ C（brown）
041

NEO G-Child baby

ベビー・チャイルドシート兼用モデル。
新生児から4歳頃＊2まで長くご使用いただけます。
さらに、
レクサス独自の側面衝突評価にも対応し、
安全性を高めています。

52,800 円（消費税抜き 48,000 円）
タイプ A（black&white）
〈 77EL〉、タイプ B
（black&red）
〈 77EM〉
タイプ C（brown）
〈 77EN〉
サイズ：L485×W485×H655mm
重量：約 6,100g
取付方法：シートベルト

刺繍ロゴ入り

037

レスキューギア（コンソール用）

038

三角表示板

万一の事故などでドアからの降車が不可能な場合にも

小型化・軽量化を実現。専用ソフトケースに入れることで、

脱出を容易にします。
シートベルト切断用カッターとの一体型です。

収納性はさらに高まります。

2,530 円（消費税抜き 2,300 円）
〈77PA〉

2,750 円（消費税抜き 2,500 円）
〈 77RA〉

サイズ：L200×W55×H30mm
※緊急脱出のための専用品です。
他の用途には使用しないでください。
※フロントウインドゥガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。
また、
一部車両のドアガラスおよびリヤウインドゥガラスには
合わせガラスが使用されているため割ることができません。
※ドアガラスを割り、
穴を広げるとき、
ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。
※お子様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

サイズ：組立時 / 底辺 429×H401mm
重量：本体 /1,500g、
ソフトケース /75g

タイプ A（black&white）

タイプ B（black&red）

タイプ C（brown）

＊1. ISO FIX 対応のチャイルドシートは、ISO FIX 対応固定専用アンカーに
固定した状態で道路運送車両の保安基準に適合させているため、
指定されたものをご使用ください。
詳細はレクサス販売店におたずねください。
＊2. 年齢の設定はあくまでも目安です。

〈装着方法一覧〉
使用期間
取付方法
品名

ベビーシートとして使用（後向き）

取付位置

チャイルドシートとして使用（前向き） ジュニアシートとして使用（前向き）

年齢
（目安)

〜18ヵ月

9ヵ月〜4歳

3〜12歳

体重(目安)

〜13㎏

9〜18㎏

15〜36㎏

身長(目安)

助手席※1

後席※2

〜85ｃｍ

70〜100ｃｍ

100〜150ｃｍ

ジュニアシート

シートベルト

×

×

○

▲

○

NEO G-Child ISO leg

ISO FIX

○

○

×

×

○

シートベルト

○

○

×

▲

○

NEO G-Child baby

※1.助手席はチャイルドシート(前向き)のみの使用となります。 ※2.後席の装着可能位置等は車種により異なりますので、レクサス販売店におたずねください。
○：取り付け可。 ×：取り付け不可。 ▲：やむを得ず助手席に装着する場合は、万一の事故の際エアバッグからの衝撃を防ぐため、車両のシート座面を最後部にスライドさせて取り付けてください。
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CAR CARE
レクサス の 価 値 をさらに 上 のステージ へと導く純 正カーケアサービス。
先進の
技 術と匠 の 技
が ひとつ に なり、純 正 な らではの高いクオリティを実現します。
先進の技
技が
らでは の高いクオリティを実現します。
美しく磨き上 げ たスタイルと快 適 な 室 内 環 境 を、その手に。
レクサス オ ー ナーであ ることの 歓 び をご 体 感ください。

ボディコート/ボディコートプレミアム

＊1

レクサスの塗装に適したガラス被膜により、
新車時の美しさを長期保持。 滑水効果により汚れが付着しても除去しやすく、
ボディへの水滴付着が少ないため
洗車時の拭き取り性も向上します。 また、
ボディコートプレミアムは塗装との密着性に特化した下層被膜と、高い耐久性と防汚性に特化した上層被膜の二層
構造により、
一層構造では実現できなかった高い性能を発揮。
効果を持続するため、専用のメンテナンスキットを付属しています。

h ttps://l exu s.j p

ボディコート
〈4611〉
、
ボディコートプレミアム
〈4621〉

メンテナンスキット

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。
0800-500-5577 受付時間： 9：00〜18：00（365日年中無休） 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

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

※掲載価格はメーカー希望小売価格＜'22年 12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。
商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。
本仕様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'22年 12月現在のもの）
。ボディカラー、内装色および装着用品は撮影、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。
本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。写真は撮影用小物を含む用品装着イメージですので、走行中は積載物を収納、固定してください。

ボディコートプレミアム用

未施工

レクサス純正用品（レクサス ディーラーオプション）は、5年間10万km保証です。

施工済

ボディコート用

保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店でレクサス純正用品（レクサス ディーラーオプション）
を取り付けた日（販売した日）から5年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が100,000kmまでとします。
※一部消耗品の保証期間や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。
※カーケアのサービスには、
レクサス純正用品
（レクサス ディーラーオプション）
の保証は適用されません。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。

＊2

＊3

ガラスコート

インテリアレザーコート

＊3＊5＊6

＊4

室内消臭・抗菌コート

すぐれた撥水効果で雨天時の雨粒をはじきます。 レザー表面をコーティングで覆い 、デニムの色移り、 光触媒（酸化チタン）の働きにより、ニオイの元になる

TRDの商品（P08-10）
に関するお問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント：
［TRDコールセンター］050-3161-2121

受付時間： 10：00〜18：00
（除く指定定休日） 〒222‐0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800番地

https://www.trdparts.jp/lexus/

ワイパ ー 摩 擦 や 洗 車 等 によ る 擦 れ 、紫 外 線 に

金属や革ベルトによる黒ずみや傷つき等を防止

物質を安全に分解。中和タイプの消臭剤とは明らか

よ る 劣 化 に も強く、長 期 間すぐれ た 撥 水 性 を

します。シートだけでなく、ステアリングやドアトリム

に違う消臭・抗菌効果を発揮します。
また、UVカット

お取り扱い上の注意

維持します。

など内装のレザー部分にも使用可能です。

ガラスの車内でも十分な効果を期待できます。

● パーツの装着により、
ガレージジャッキが指定の位置で使えなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

● 購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので、絶対に行わないでください。
＜エアロパーツ＞

デニムの色移り例

● エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面と干渉しやすくなります。
また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、
エアロパーツが破損する恐れがあります。
● 塗装パーツにつきましては、塗装色の色が標準車と完全に一致しない場合があります。
＜スポーツマフラー＞
● スポーツマフラーを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、
スロープなどで路面や突起物等と干渉しやすくなります。
また、音質、性能が変化する場合があります。
スポーツマフラーは、素材の性質上、
熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。
＜ボディ剛性パーツ＞
● メンバーブレース、パフォーマンスダンパーを装着した場合、乗り心地、操縦安定性の変化が生じる場合があります。

F SPORT PARTS（ TRD）は、3年間6万km保証です。
未施工

施工済

未施工

保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店でF SPORT PARTS
（TRD）を取り付けた日（販売した日）から、3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとします。

施工済

TRDパーツにつきましては、車両登録後の取付を前提としております。

ホイールコート

プレミアムオイル

膜厚が厚いため耐久性にすぐれ、シリカガラス

レスポンスと静粛性、質感を高い次元で両立し、

でありながら、溶剤タイプ並みのすぐれた艶出し

被膜によって高い耐熱性も有します。ブレーキ

クルマとの一体感を実現。エンジン音をより心地

効果と高い持続性を持つタイヤコートです。

パッドから発生するブレーキダストも水洗いで

よい音色に、さらに余分な振動を抑制することで、

タイヤコート
塗布ムラがなく、環境への負荷も少ない水溶タイプ

LEXUSらしさ を感じられるエンジンオイルです。

除去しやすくなります。

トヨタモビリティパーツ株式会社取り扱い商品（P17、P20）
に関するお問い合わせ先
＜ドライブレコーダー＞
（販売元）
トヨタモビリティパーツ株式会社：
［株式会社コムテック サービスセンター］0800-200-5654＊
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

受付時間： 10：00〜17：00（除く土・日・祝および、指定定休日）

https://www.e-comtec.co.jp

＊携帯電話やPHS、公衆電話や050から始まるIP電話からはご利用いただけません。
また、一部の光電話からもご利用いただけない場合がございます。その際は 0561-56-1814（有料）
よりおかけください。
＜TZ 緊急セットA＞
［株式会社ナテック］052-526-0801

受付時間：
（平日）9:00〜17:00
（土日祝休業） 〒490-1205

愛知県あま市花正寺浦55番地

http://www.natec-emergency.jp/

＜非常用トイレ スマートタイプ10 回分＞
［大塚包装工業株式会社］088-685-2175

受付時間：9:30〜12:00/13:00〜17:30
（土・日・祝日および指定休日を除く） 〒772-8511 徳島県鳴門市大津町木津野字東辰巳１ https://www.otsuka-houso.co.jp/

お取り扱い上の注意
● 検査標章などの装着物の位置によっては、
ドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。
● 購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。

トヨタモビリティパーツ取扱いドライブレコーダーは、3年間保証です。
保証修理を受けられる期間は、
レクサス販売店で取り付けた日（販売した日）
から、3年間となります。
トヨタモビリティパーツ取扱いドライブレコーダーにつきましては、車両登録後の取付を前提としております。
TZ用品、
トヨタモビリティパーツ（株）は、1年間保証です。

未施工

22

施工済

未施工

施工済

＊1. 施工後でも、状況によっては雨スジ、水アカなどの汚れが付着することがあります。そのまま放置すると雨ジミなどの原因となり除去できない場合がありますので、汚れが付着した場合は速やかに洗車されることをおすすめいたします。
その際は手洗い洗車をおすすめしますが、自動洗車機（門型）で洗車する場合は、布ブラシタイプをご利用ください。 ＊2. ワイパーは必ずご使用ください。
（純正部品のシリコンラバーを同時にお使い頂くと、効果を長く保つことが可能
です。） ＊3. 室内消臭・抗菌コートとインテリアレザーコートの同時施工はできません。 ＊4. 革の質感や艶等は損ないません。 ＊5. コートしたシートやフロアカーペットを、施工後にシートカバーなどで覆ってしまうと、消臭効果は
得られないのでご注意ください。お客様の使用状況（ペット同乗、喫煙など）により消臭・抗菌効果に差が生じます。 ＊6. 専用コート剤を車内の隅々まで吹付け施工。
シート面や天井面などに付着し、消臭・抗菌効果が持続します。
※レクサス純正カーケア商品（ボディコート / ボディコートプレミアム、
ガラスコート、
インテリアレザーコート、室内消臭・抗菌コート、タイヤコート、ホイールコート、プレミアムオイル）の価格につきましては、
レクサス販売店
におたずねください。※一部写真は当該車両とは異なります。
また、未施工 / 施工済写真はイメージです。

レクサス純正用品とTRDパーツの同時装着について
本カタログに掲載の設定は、
「レクサス純正用品」、
「TRD」各ブランド内での装着条件です。
ブランドが異なる場合、基本的には同時装着できませんが、パーツによってはブランド間の組み合わせが可能な場合がございます。
詳しくはTRDコールセンターへお問い合わせください。

LE1776-2212
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