
RC350 / RC300h / RC300 “version L”

インテリアカラー

その他の標準装備
●サウンドジェネレーター

●アイドリングストップ機能

●パフォーマンスダンパー®（フロント）

●フロント対向4ポッドキャリパー・φ334mm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

●リヤφ297mmベンチレーテッドディスクブレーキ

●クリアランスソナー＆バックソナー＊2

●ブラインドスポットモニター［BSM］

●リヤクロストラフィックアラート［RCTA］

●VDIM

●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&リターンメモリー機能）

●ドライブモードセレクトスイッチ（SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/ECO/CUSTOM）

●EVドライブモードスイッチ

●オプティトロンメーター

●4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

●本革ステアリング（パドルシフト付）&本革シフトノブ

●ステアリングヒーター

●スカッフプレート（ステンレス）

●セミアニリン本革シート（運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）

●運転席・助手席シートヒーター

等

その他のメーカーオプション
●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

●寒冷地仕様（ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

オーカーPhoto: RC350“version L”。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〉。

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） 235/40R19タイヤ＆アルミホイール
（シャインシルバーメタリック塗装）＊1

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（オーカー） セミアニリン本革（ダークローズ）

縞杢（ダークブラウン）縞杢（ブラック）

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。

ダークローズ ブラック

標準装備

Photo: RC350“version L”。

＊ 1 .
＊2.

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。
字光式ナンバープレートは装着できません。

RC350

RC350

RC300h

RC300h

RC300

RC300



シートマテリアル

オーナメントパネル

本革（フレアレッド） 本革（ホワイト）

本革（ブラック＆アクセントマスタードイエロー）

“F SPORT”専用ダークグレーヘアライン本アルミ（名栗調仕上げ/シルバー）

本革（ブラック）

インテリアカラー

その他の標準装備
●“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”専用ウインドゥモール（ブラックステンレス）

● サウンドジェネレーター 　　　 ● アイドリングストップ機能

● ギヤ比可変ステアリング［VGRS］

● パフォーマンスダンパー®（フロント）

● フロント対向4ポッドキャリパー・φ356mm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）

● リヤφ323mmベンチレーテッドディスクブレーキ

● フロント対向4ポッドキャリパー・φ334mm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

●リヤφ297mmベンチレーテッドディスクブレーキ

●クリアランスソナー＆バックソナー＊2　●ブラインドスポットモニター［BSM］　●リヤクロストラフィックアラート［RCTA］

●VDIM 　　　 　　 ●VDIM（アクティブステアリング統合制御付）

● LDH（レクサス・ダイナミック・ハンドリングシステム）

● 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&リターンメモリー機能）

●ドライブモードセレクトスイッチ（SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/ECO/CUSTOM）

●EVドライブモードスイッチ　　　　　　　　  ● ステアリングヒーター　● 運転席・助手席シートヒーター

●“F SPORT”専用8インチ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”専用アルミ製スポーツペダル＆フットレスト

●“F SPORT”専用スカッフプレート（ステンレス〈F SPORTロゴ〉）

●“F SPORT”専用本革スポーツシート（運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）

　等

フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） フロント235/40R19＋リヤ265/35R19 タイヤ＆
“F SPORT”専用アルミホイール
（スーパーグロスブラックメタリック塗装）＊1

フロント235/40R19＋リヤ265/35R19 タイヤ＆
“F SPORT”専用アルミホイール
（ENKEI製ダークグレーメタリック塗装）＊1

ホワイト ブラック＆アクセントマスタードイエロー ブラック三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） 

RC350 / RC300h / RC300 “F SPORT”

フレアレッドPhoto: RC300“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〉。 Photo: RC300“F SPORT”。

※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 メーカーオプション

縞杢（ブラック） 縞杢（ダークブラウン）

＊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。

その他のメーカーオプション
●トルセン®LSD

●フロント対向4ポッドキャリパー・φ356mm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）/リヤφ323mmベンチレーテッドディスクブレーキ＋

“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”専用オレンジブレーキキャリパー（フロント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”プレミアムサラウンドサウンドシステム

●寒冷地仕様（ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

＊ 1 .
＊2.

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。
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
●サウンドジェネレーター

●アイドリングストップ機能

●パフォーマンスダンパー®（フロント）

●フロント対向4ポッドキャリパー・φ334mm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

●リヤφ297mmベンチレーテッドディスクブレーキ

●クリアランスソナー＆バックソナー＊2

●ブラインドスポットモニター［BSM］

●リヤクロストラフィックアラート［RCTA］　●VDIM

●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&リターンメモリー機能）

●ドライブモードセレクトスイッチ（SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/ECO/CUSTOM）

●EVドライブモードスイッチ

●オプティトロンメーター　●4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

●本革ステアリング（パドルシフト付）&本革シフトノブ

●ステアリングヒーター　●スカッフプレート（ステンレス）

●L texシート（運転席ポジションメモリー付）　●運転席・助手席シートヒーター

等

その他のメーカーオプション
●“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（ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） ヘッドランプクリーナームーンルーフ（チルト＆アウタースライド式）235/45R18タイヤ＆アルミホイール
（シルバーメタリック塗装）

オーナメントパネル

L tex（オーカー） L tex（ダークローズ） ブラックメタリック

シートマテリアル

RC350 / RC300h / RC300

Photo: RC300h。ボディカラーはソニックチタニウム〈1J7〉。 ダークローズ ブラック

オーカー Photo: RC300h。

EQUIPMENT CHART

RC350 / RC300h / RC300 “F SPORT”“version L”

スピンドルグリル

ヘッドランプ

ウインドゥモール　

アルミホイール

メーター

ステアリング & シフトノブ

スカッフプレート

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

三眼フルLED フルLED

1 8インチ “F  S P O RT”専用
1 9インチ

1 9インチ

“F SPORT”専用 
8インチT F T液晶式

オプティトロン

“F SPORT”専用 
（ブラックステンレス）

本革 “F SPORT”専用ディンプル本革

“F SPORT”専用
（F SPORTロゴ）

※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 メーカーオプション

■モデル別主な標準装備比較

＊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）と同時装着となります。

＊ 1 .
＊2.

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）と同時装着となります。
字光式ナンバープレートは装着できません。

L tex（ブラック）
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