RC F

Lexus Dealer Option

02

Photo: RC F。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〉、
カーボンフロントスポイラー、F専用オレンジブレーキキャリパー（フロント・リヤ）、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（RC F専用チューニング）、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）はメーカーオプション。
エアダム（カーボンフロントスポイラー用）、軽量鍛造アルミホイール（BBS製・マットブラック塗装・スプリット5本スポーク）、プロジェクションカーテシイルミ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。

001

プロジェクションカーテシイルミ

012

LEDバルブセット

003

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

ラゲージルームランプ

車両標準仕様

バニティランプ
004

LEXUS Recorder

005

エアダム（カーボンフロントスポイラー用）

006

※写真は装着イメージです。

フロアマット（タイプF）

018

カップホルダープレート

［GAZOO Racing Data Viewer 表示イメージ］

001

プロジェクションカーテシイルミ

012

運転席・助手席ドアを開くと F 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。

LEDバルブセット

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。

24,200円（消費税抜き22,000円）0.2H 〈D4C3〉

バニティランプは暖かみのあるホワイトの光で、

●1台分
（フロント）

肌の色なども自然な色合いで見ることができます。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

ナンバーフレームはボディと同色に仕上げ一体感を重視。ロックボルトはレクサスマークを配し、

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

デザイン性と高い機能性を両立。ボルトの独自形状により、高いセキュリティ性を発揮します。

※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。
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。

※P.08もあわせてご覧ください。

005

16,060円（消費税抜き14,600円）
〈BLFU〉
色【ナンバーフレーム】：全ボディカラー対応

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

エアダム（カーボンフロントスポイラー用）

006

フロアマット（タイプF）

走行時のアクセル開度やステアリング・ブレーキ操作といった、

フロントスポイラーの下部に取りつけ、床下への空気の流れをスムーズに

イギリス伝統の「ウィルトン織」を用い、丹念に織り

車両内部情報と高精度GPSによる走行軌道情報をSDカードへ記録し、

することでダウンフォースを生み出し、すぐれた操縦安定性に寄与します。

上げることで、
スポーツドライビングに適した耐久性を
誇る専用フロアマット。車両フロアへの固定、取り外し

タブレット端末などで表示できるシステムです。

5,500円（消費税抜き5,000円） 0.3H 〈R8KL〉
121,000円（消費税抜き110,000円） 1.4H 〈R8M0〉

設定：カーボンフロントスポイラー（標準・メーカーオプション）
装着車

サイズ：本体 / L88.5×W131.4×H31.8mm、

材質：樹脂（TPO）

ロックボルトサイズ：直径18mm

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。

018

カップホルダープレート

カップホルダー底部に設置する上質感あふれるプレートです。
美しいアルミ加飾を施し、センターにはLEXUSロゴをあしらって
プレミアムなイメージを高めています。

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈C2F2〉
材質 ： センター（金属部）/ アルミニウム、
外周 / 合成ラバー

地上高：オリジナルより約9mmダウン

スイッチ / L26.2×W79×H16mm

設定：字光式ナンバープレート装着車は除きます。

（ABS）
、
オーナメント部 / アルミニウム
材質：フレーム部 / 樹脂

※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。

照射時イメージ（ F ）

LEXUS Recorder

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

12,650円（消費税抜き11,500円） 0.2H 〈B9DD〉

※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、
光がちら

※周囲の明るさや路面状況によって見え方が異なります。

004

003

97,900円（消費税抜き89,000円）
〈A1AF〉

●2枚

取付位置：グローブボックス天面

色：ブラック

●装着可能部位：フロントカップホルダー

※詳しくはP.10をご覧ください。

裏面 / 樹脂（TPS）
材質：表面 / ナイロン、

※P.06もあわせてご覧ください。

材質：樹脂
（ABS）

エアダム
本体（左）、スイッチ（右）

●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。

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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EXTERIOR
アグレッシブ な 走りを予 感させる 軽 量 鍛 造アルミホイール、
ドライビングにさらなる快適性をもたらすパーツ。
すぐれ た 機 能 性 をもつ エクステリア用 品 をお 届 けします。

009

ドアエッジプロテクター

ドア開け時の傷つきを防止。ボディ同色の薄く
抑えたデザインはスタイリングと調和します。

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）

010

ドアエッジ
プロテクター

プロテクションフィルム
（ドアハンドル）

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。

6,270円（消費税抜き5,700円）0.4H 〈M5A3〉
サイズ：L95×W88×H0.2mm
材質：ウレタン
●1台分
（フロント）
※車両になじむ透明フィルムを
プロテクションフィルム
（ドアハンドル）

使用しています。

Photo:RC F。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〉、カーボンフロントスポイラー、
F専用オレンジブレーキキャリパー（フロント・リヤ）、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（RC F専用チューニング）、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）はメーカーオプション。
エアダム（カーボンフロントスポイラー用）、軽量鍛造アルミホイール（BBS製・マットブラック塗装・スプリット5本スポーク）はディーラーオプション。

011
005

エアダム（カーボンフロントスポイラー用）

008

軽量鍛造アルミホイール
（BBS製・マットブラック塗装・スプリット5本スポーク）

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のリヤバンパー上部への

フロントスポイラーの下部に取りつけ、床下への空気の流れを

サーキット走行に耐えうる強靱さに加え、スポーク側面をカットするなどさらなる軽量化を図り、運動性能向上に効果を

傷つきを防ぎます。

スムーズにすることでダウンフォースを生み出し、

発揮する軽量鍛造アルミホイール。シャープなイメージのスプリット5本スポークをマットブラック塗装で仕上げ、キャリパーの

15,400円（消費税抜き14,000円）0.3H

存在感を際立たせます。RC F“Performance package”では標準装備となるホイールを純正用品としてご用意しました。

サイズ：L122×W851×H0.3mm

すぐれた操縦安定性に寄与します。

5,500円（消費税抜き5,000円） 0.3H 〈R8KL〉

656,700円（消費税抜き597,000円） 2.2H

設定：カーボンフロントスポイラー

設定：RC F“Carbon Exterior package”、
RC F

プロテクションフィルム
（リヤバンパー）

使用しています。

リヤ / 11.6kg
重量*：フロント / 11.3kg、

＊希望小売価格、
標準取付時間は1台分、
重量は1本分。

材質：樹脂（TPO）
地上高：オリジナルより約9mmダウン

*〈FDKU〉

サイズ：フロント / 19×9J インセット50、
リヤ / 19×10J インセット41

（標準・メーカーオプション）装着車

材質：ウレタン
※車両になじむ透明フィルムを

〈S1AH〉

ロゴ部分

エアダム
0.0H → 標準取付時間
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※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
純正用 品 な らでは の上 質 で機 能 的 な ベ ーシックアイテムをセレクト。

RC F に 相 応しいイン テリア用 品 をご 用 意しました。

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 F が路面を照らし、
夜間の乗り降りを上質におもてなし。
淡い灯りが足元をよりやさしく、
スマートにエスコートします。
24,200円（消費税抜き22,000円）0.2H 〈D4C3〉
●1台分（フロント）

※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。
014

トランクマット

015

トランクトレイ

ラゲージルームを汚れや傷つきから守ります。

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。

マットにはLEXUSロゴ入りのメタルプレートをあしらいました。

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

消臭・抗菌機能付きです。

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
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。

25,300円（消費税抜き23,000円）
〈A2A1〉

生地製のため、振動などに対しても静かです。

サイズ ：L1,071×W1,440mm
重量：2,040g
材質：表面 / ナイロン、裏面(不織布) / ポリエステル

35,200円（消費税抜き32,000円）
〈J0EA〉
サイズ ：L1,020×W1,410×H40mm
重量：2,570g
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

照射時イメージ( F )

ファスナーを開けた状態

バニティランプ

012

LEDバルブセット

013

フロントシェード

016

ラゲージネット

017

ラゲージBOX

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

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

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。

ホワイトの光でシャープな明るさが得られます。
バニティランプは

しっかり保護。車種専用の形状なので、外観とも美しく調和し、

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

LEXUSロゴをプリントしたシンプルなデザインです。

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

表面に配したLEXUSロゴがプレミアム感を演出します。

行うことができ、トランクマット、トランクトレイ、それぞれと

持ち運びに便利な取っ手（ベルト左右2カ所）付き。

ことができます。

また、コンパクトに折り畳んで

同時に使うこともできます。

使用しない時は、
コンパクトに折り畳むことができます。

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〉
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。

ラゲージルームランプ

22,000円（消費税抜き20,000円）
〈H2B0〉
材質：ポリエステル
●収納ケース付

※本製品を2個以上比べた場合、
LEDの個体差により

12,100円（消費税抜き11,000円） 0.2H〈J1CA〉

12,100円（消費税抜き11,000円）
〈J0D3〉

サイズ：L610×W715mm

色：ブラック

材質：ネット / ポリエステル・ウレタン・ナイロン、

サイズ：使用時 / Ｌ350×Ｗ550×Ｈ250mm

フック / 樹脂（POM）

折り畳み時 / Ｌ50×Ｗ550×Ｈ350mm
耐荷重：約5kg

ケース収納時

材質：ポリエステル

若干色が違って見える場合があります。
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。

折り畳み時

荷崩れ防止状態

※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、
光がちら
車両標準仕様

0.0H → 標準取付時間
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※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。

09

SAFETY & UTILITY
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。

［GAZOO Racing Data Viewer 表示イメージ］

リヤカメラ
※タブレットは当該商品に含まれません。
フロントカメラ

走行データ画面

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）

モータースポーツのデータエンジニアは、マシンのシステムを理解し、車載コンピュータから

走行時のデータ（車速、アクセル操作量、

020

必要な情報を読み解き、情報を伝えてドライバーやマシンの成長をサポートします。この解析・

減速G、変速段数、走行距離など）を

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。

記録・送信を実施するのが車両ごとに専用設計されたLEXUS Recorderです。

グラフ化して表示します。

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

カメラ画面

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

アクセル、
ブレーキ、
ステアリング、
シフトポジションなどのドライバーの操作情報、
車速、
エンジン回転数、

走行中の映像を表示し、

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）

走行データと自動で同期。

23,650 円（消費税抜き 21,500 円） 0.7H 〈20G2〉

加速度などの各種センサーの値、
および車両の位置と方位情報をSDカードへ記録＊1 するデータロガーです。
SDカードへ記録した情報は専用アプリケーションのGAZOO Racing Data Viewer＊2 で表示することができます。

最大2つのビデオ動画を表示できます。

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

004

LEXUS Recorder

最大2つの動画を表示でき、
推奨するカメラ＊3
（別売り）
の動画であれば、
記録した情報と自動で時間同期し
再生します。
また、
Microsoft Bing Maps上に走行軌跡を表示・再生することも可能です。

液晶画面にて再生可能です。

マップ画面
■録画可能範囲イメージ

マップ上に車両位置と方位、

■録画可能範囲イメージ
136°

さらに走行軌跡を再生表示できます。

121,000円（消費税抜き110,000円） 1.4H〈R8M0〉
サイズ ：本体 / L88.5×W131.4×H31.8mm、
スイッチ / L26.2×W79×H16mm
材質 ：樹脂
（ABS）

メーター画面

取付位置 ：グローブボックス天面

＊1.Vehicle Data Visualizer フォーマットで記録。

走行時のデータ（車速、ステアリング操作量、

＊2.Windows用のアプリケーション
「GAZOO Racing Data Viewer」
の取得が必要となります。

（取付位置イメージ）

前後加速度、横加速度、エンジン回転数、

詳しくはレクサス販売店におたずねください。
本体（左）、スイッチ（右）

＊3.https://vehicle-data-visualizer-works.com/APPS/GRViewer/ オートシンクロ機能が

変速段数など）を表示します。

（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。

018

カップホルダープレート

019

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。

使用可能なカメラ を参照ください。

フタを開けた状態

44,220 円
（消費税抜き 40,200 円） 2.8H〈4127〉

リヤカメラ

130°

■ 機能差

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）

クリーンボックス

カップホルダー底部に設置する上質感あふれるプレートです。

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。

美しいアルミ加飾を施し、センターにはLEXUSロゴをあしらって

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

プレミアムなイメージを高めています。

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。

画質

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。

7,700円（消費税抜き7,000円）
〈C2F2〉
材質：センター
（金属部）/ アルミニウム、
外周 / 合成ラバー

15,400円（消費税抜き14,000円）0.5H 〈D3A1〉

●2枚

色 ：ブラック

●装着可能部位：フロントカップホルダー

サイズ ：L85×W130×H235mm
材質 ：表面 / ウレタン、
裏面 / 樹脂
（PET）

録画時間（映像は順次上書き）

※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。

※取り付け用フックの脱着はできません。
0.0H → 標準取付時間
10

※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。

11

SAF E T Y & UTIL ITY
702

TZ 緊急セットA

703

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

防水仕様のリュックは、

簡易トイレのセット。

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、

空気を入れたら枕としても

耐荷重約200kgで屋外でも使用可能です。

使用可能*です。
裏面

023

リモートスタート
（プレミアム）＊

024

リモートスタート
（ベーシック）＊

025

スノー・レジャー用フロアマット(縁高タイプ）

リモートスタートにスマートキー機能を一体化。

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 F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、

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、

68,200 円（消費税抜き 62,000 円） 0.7H 〈DERU〉
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）

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。

OPEN時
021

車両フロアへの固定、取り外しは

17,600 円（消費税抜き 16,000 円）〈A2J7〉

88,000 円（消費税抜き 80,000 円） 0.7H 〈DEQU〉

022

灰皿(ベーシック)

カップホルダーに装着できる大容量の灰皿。

カップホルダーに装着して使用する、

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。

030

小型化・軽量化を実現。

不可能な場合にも脱出を容易にします。

専用ソフトケースに入れることで、

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

刺繍ロゴ入り

刺繍ロゴ入り

タイヤキーピングカバー（タイプL）

表面をコーティングした防炎機能付

032

タイプ B
（dark blue）

033

重ねたタイヤを容易に収納でき、
LEXUSロゴを

初めて乳児用・幼児用の両モードで最高評価「優」を獲得。

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。

プリントしたキャップを被せて保管します。

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。

色：シルバー サイズ：直径 780〜844×H1,245mm（使用時）
材質：ポリエステル

サイズ：直径 79×H125mm
※写真の色や照度は実際とは異なります。

NEO G-Child baby

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

表面にはウォームシルバーの塗装を施して、

12,100 円（消費税抜き 11,000 円）〈K7G3〉

タイプ C
（brown）

長くご使用いただけます。さらに、国土交通省の安全評価

LEXUSロゴを配したフタを開けると、

屋内でご使用ください。

タイプ B
（black&red）

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

カバー（4本用）。2カ所のファスナーにより積み

サイズ：直径 70×H90mm

③抗菌剤配合消臭凝固剤：10 個

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

たばこの仮置きや火のもみ消しが

（日本防炎協会認定ラベル付）のタイヤ保管用

タイプ A
（black&white）

タイプ C
（brown）

NEO G-Child ISO leg＊1

できるように中の構造に工夫を凝らし、

2,750 円（消費税抜き 2,500 円）
〈C2E3〉

②便袋：10 枚

三角表示板

万一の事故などでドアからの降車が

タイプ A
（black&white）
026

031

兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。

13,200 円（消費税抜き 12,000 円）
〈C2E9〉

＜セット内容＞
①トイレ本体（土台・便座）：1 個

レスキューギア（コンソール用）

高級感漂う灰皿。機能性とデザイン性を

夜間の使用時に便利です。

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 (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） 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

OPEN時

灰皿(プレミアム)

3,630 円（消費税抜き 3,300 円）
〈3296〉

＊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。

細部にまでつくりこみを徹底しました。
ノブを回転させるだけで簡単に行えます。

ドアの解錠が可能です。

収納時は保管しやすい
コンパクト設計で防水仕様です。

7,150 円（消費税抜き 6,500 円）〈3207〉

裏面

非常用トイレ
スマートタイプ10回分

対応し、安全性を高めています。

「チャイルドシートアセスメント」においてISO FIX対応モデルとして

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

96,800 円（消費税抜き 88,000 円）

＊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。

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

〈装着方法一覧〉
027

カーカバー（透湿防水タイプ）

034

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起毛加工を施しました。

63,800 円（消費税抜き 58,000 円）
〈 K7BA〉
設定：RC F“Carbon Exterior package”、
RC F

色：シルバー

0.0H → 標準取付時間
12

ラゲージ内の所定の位置に固定できます。

※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。

取付方法
品名

8,800 円（消費税抜き 8,000 円〈
）77NR〉
※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。

材質：ポリエステル

使用期間

ジャッキ&レンチ

取付位置

ベビーシートとして使用（後向き） 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

NEO G-Child ISO leg

ISO FIX

○

○

×

×

○

NEO G-Child baby

シートベルト

○

○

×

▲

○

※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。

13

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。
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。
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

ボディコートプレミアム用

未施工

＊2

施工済

＊3

ガラスコート

インテリアレザーコート

ボディコート用

h ttps: //l exu s.j p

＊3

＊4

ファブリックコート

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、 繊維1本1本をコーティングし

＊5

、飲食物汚れ・

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

皮脂汚れ・汗等の繊維内部への浸透を防ぎます。

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

また、汚れがついても水拭きで落とせます。

維持します。

など内装のレザー部分にも使用可能です。
デニムの色移り例

汚れ

汚れ
繊維

繊維
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
コーティング

※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。
※イメージ

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。

未施工

施工済

未施工

施工済

未施工

施工済

お取り扱い上の注意
※繊維の電子顕微鏡画像

＜アルミホイール＞
●マット塗装ホイールは、
マット塗装の損傷を防ぐため、
乾いた布やブラシで磨かない、
研磨剤入りの洗剤は使用しないなど、
お手入れの際にご注意いただきたい点があります。
詳しくはレクサス販売店におたずねください。

＊3＊6＊7

プレミアムオイル

室内消臭・抗菌コート

タイヤコート

ホイールコート

光触媒（酸化チタン）の働きにより、ニオイの元になる

塗布ムラがなく、すぐ

耐久性と耐熱性にすぐれ、 レスポンスと静粛性、質感を高い次元で両立し、

物質を安全に分解。中和タイプの消臭剤とは明らか

れた艶出し効果と高い

ブレーキダストも水洗い

に違う消臭・抗菌効果を発揮します。
また、UVカット

持続性を実現しています。 で除去しやすくなります。 よい音色に、さらに余分な振動を抑制することで、

ガラスの車内でも十分な効果を期待できます。

クルマとの一体感を実現。エンジン音をより心地
LEXUSらしさ を感じられるエンジンオイルです。

トヨタモビリティパーツ株式会社取り扱い商品（P11、P13）
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。

＊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・ファブリック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. 繊維の通気性は損ない
ません。 ＊6. 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。 ＊7. 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、ファブリックコート、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。
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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。
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。

LE1807-2212
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