
本革（リッチクリーム）

本革（ホワイトアッシュ） 本革（ブラック）

■インテリアカラー

その他の標準装備（60ページのその他の標準装備から追加・変更される装備）

●ITS Connect

●撥水機能付フロントドアガラス（UV・IRカット/遮音タイプ）

●ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

●スカッフプレート（LEXUSロゴ）

●ニーパッド（運転席・助手席/ソフトパッド表皮巻き）

●本革シート（運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付）

等

その他のメーカーオプション
●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（前後方静止物＋後方接近車両）［PKSB］＊2

●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（前後方静止物＋後方接近車両）［PKSB］＋

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊2

●デジタルキー

●おくだけ充電

●ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

●ルーフレール

●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［フロントセンターコンソールボックス後部・

ラゲージルーム内］）＊3

●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）

ヘーゼルPhoto: UX250h"version L"。ボディカラーはソニッククロム〈1L1〉。ルーフレールはメーカーオプション。 Photo: UX250h“version L”。

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

225/50R18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）

225/50RF18ランフラットタイヤ&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

■シートマテリアル

本革（ヘーゼル）

UX250h / UX200 “version L”

＊ 1. 225/50RF18ランフラットタイヤ＆アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、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）は選択できません。　　
＊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［フロント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/ラゲージルーム内）と
       充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれ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. アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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、デッキアンダーボックスの形状が異なります。 ※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。

メーカーオプション

UX250h 2WD＊4 UX250h AWD

UX250h UX200

リッチクリーム ブラックホワイトアッシュ

■インストルメントパネル ■オーナメントパネル

和紙調シボ ヘアライン加飾



UX250h / UX200 “F SPORT”

“F SPORT”専用フレアレッド “F SPORT”専用ブラック

■インテリアカラー

その他の標準装備（60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”専用フォグランプベゼル（メッシュタイプ/漆黒メッキモール）

●“F SPORT”専用バンパー（フロント・リヤロア/漆黒メッキモール）

●アクティブサウンドコントロール［ASC］

●NAVI･AI-AVS

●パフォーマンスダンパー®（リヤ）

●ステアリングギヤブレース

●ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

●“F SPORT”専用8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）

●“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

●ステアリングヒーター

●スカッフプレート（“F SPORT”専用ロゴ）

●ニーパッド（運転席・助手席/ソフトパッド表皮巻き）

●“F SPORT”専用L texスポーツシート（運転席・助手席ヒーター付）

●運転席･助手席8Way調整式パワーシート

（運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバーサポート付）　　　　　　　　等

その他の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LEXUSロゴ）

●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（前後方静止物＋後方接近車両）［PKSB］＊1

●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（前後方静止物＋後方接近車両）［PKSB］＋

パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊1

●ITS Connect

●デジタルキー

●おくだけ充電

●ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

●ルーフレール

●カラーヘッドアップディスプレイ

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

●“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［フロントセンターコンソールボックス後部・

ラゲージルーム内］）＊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）＋ヘッドランプクリーナー

“F SPORT”専用ホワイト Photo: UX200“F SPORT”。“F SPORT”専用本革スポーツシート（運転席･助手席ベンチレーション機能＆ヒーター付）はメーカーオプション。

※写真は“F SPORT”専用本革スポーツシート装着時 ※写真は“F SPORT”専用本革スポーツシート装着時

Photo: UX200 "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。

LEDヘッドランプ（ロー･ハイビーム） 225/50RF18ランフラットタイヤ&
“F SPORT”専用アルミホイール
（ダークプレミアムメタリック塗装）

三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&
LEDフロントターンシグナルランプ＋
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 ■シートマテリアル

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

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

UX250h UX200

＊ 1 . 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊2. アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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/ラゲージルーム内）と
       充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれ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。
＊3. アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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、デッキアンダーボックスの形状が異なります。

UX250h UX200 UX250h UX200

本革（“F SPORT”専用ホワイト）

UX250h UX200

※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。

メーカーオプション

UX250h 2WD＊3 UX250h AWD

■インストルメントパネル ■オーナメントパネル

“F SPORT”専用ハイフィール調シボ ヘアライン加飾



Photo: UX250h“version C”。

UX250h / UX200 “version C”

ホワイトアッシュ ヘーゼル コバルト

■インテリアカラー

その他の標準装備（60ページのその他の標準装備から追加・変更される装備）

●LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ

●雨滴感知式オートフロントワイパー

●オート電動格納式ドアミラー

（広角･運転席自動防眩･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）

●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/バックドア連動）＊2

●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）

●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

●L texシート（運転席・助手席ヒーター付）

●運転席･助手席8Way調整式パワーシート

（運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバーサポート付）

●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）

等

その他のメーカーオプション
●スペアタイヤ（応急用タイヤ）

●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（前後方静止物＋後方接近車両）［PKSB］＊5

●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（前後方静止物＋後方接近車両）［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

●デジタルキー

●おくだけ充電

●ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）

●ルーフレール

●ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

●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［フロントセンターコンソールボックス後部・

ラゲージルーム内］）＊6

●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）＋ヘッドランプクリーナー

LEDヘッドランプ（ロー･ハイビーム） 215/60R17タイヤ&
エアロベンチレーティングアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）

215/60R1 7タイヤ&
エアロベンチレーティングアルミホイール
（ダークグレーメタリック塗装）

225/50RF18ランフラットタイヤ&
アルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

Photo: UX250h"version C"。ボディカラーはソニックイリジウム〈1L2〉。
215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）、ルーフレール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フロントターンシグナルランプ＋
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 ■シートマテリアル

L tex（ホワイトアッシュ）L tex（ブラック）

L tex（ヘーゼル） L tex（コバルト）

ブラック

UX250h UX200

UX250h UX200 UX250h ＊1 UX200 ＊1

＊ 1 . 225/50RF18ランフラットタイヤ＆アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、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）は選択できません。　　
＊2.バックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。
＊3.スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。
       また、UX250h“version C”（2WD車）はアクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）は同時に選択できません。
＊4.スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
＊5.字光式ナンバープレートは装着できません。
＊6.アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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/ラゲージルーム内）と
       充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれ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。
＊7. アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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、デッキアンダーボックスの形状が異なります。

UX250h AWD

UX250h 2WD＊1＊3＊4 UX200＊1＊3＊4

※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。

メーカーオプション

UX250h 2WD＊3＊7

■インストルメントパネル ■オーナメントパネル

和紙調シボ ブラックメタリック塗装



［“version L”、“version C”、UX250h、UX200］

LEDヘッドランプ (ロー･ハイビーム) 215/60R17タイヤ&
エアロベンチレーティングアルミホイール
（シルバーメタリック塗装）

215/60R17タイヤ&
エアロベンチレーティングアルミホイール
（ダークグレーメタリック塗装）

225/50RF18ランフラットタイヤ&
アルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

ヘーゼル

ブラック

■モデル別主な標準装備比較

EQUIPMENT CHART

“version L” “version C” UX250h“F SPORT”

スピンドルグリル

ヘッドランプ

アルミホイール

メーター

ステアリング&シフトノブ

シート

スカッフプレート

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

18インチ（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）
［“version L”］

“F SPORT”専用18インチ（ダークプレミアムメタリック塗装）
［“F SPORT”］

17インチ（シルバーメタリック塗装）
［“version C”、UX250h、UX200］

三眼フル LED
［“version L”］

LEXUSロゴ
［“version L”］

“F SPORT”専用ロゴ
［“F SPORT”］

［“version C”、UX250h、UX200］

LED
［“F SPORT”、“version C”、UX250h、UX200］

“version L” “version C” UX200“F SPORT”

UX250h / UX200

Photo:UX200。ボディカラーはマダーレッド〈3T2〉。

その他の標準装備
●パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）［PKSB］＊2 ●バックガイドモニター＊2

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

●スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個/バックドア連動）＊3

●本革ステアリング＆本革シフトノブ　●後席6:4分割可倒式シート

●ラゲージ（2段デッキタイプ）　

●ラゲージ（ローデッキタイプ）

●充電用USB Type-C（2個/インストルメントパネルセンター部）　　等

UX200＊4

UX250h 2WD＊4＊5 UX250h AWD

その他のメーカーオプション
●スペアタイヤ（応急用タイヤ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●ITS Connect ●LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ

●デジタルキー　●おくだけ充電　●ムーンルーフ（チルト&アウタースライド式）　●ルーフレール

●ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能･停止位置メモリー機能付）　●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［フロントセンターコンソールボックス後部・

ラゲージルーム内］）＊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）＋ヘッドランプクリーナー

ハイブリッド
［UX250h“version L”、UX250h“version C”、UX250h］

ガソリン
［UX200“version L”、UX200“version C”、UX200］

本革
［“version L”］

L tex
［“version C”］

ファブリック
［UX250h、UX200］

本革
［“version L”、“version C”、UX250h、UX200］

“F SPORT”専用ディンプル本革
［“F SPORT”］

“F SPORT”専用
［“F SPORT”］

UX250h ＊1 UX200 ＊1UX250h UX200

＊ 1 . 225/50RF18ランフラットタイヤ＆アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、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）は選択できません。＊2.字光式ナンバープレートは装着できません。　　
＊3. バックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。 ＊4. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
＊5. アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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、デッキアンダーボックスの形状が異なります。
＊6.スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、UX250h（2WD車）はアクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内］）は同時に選択できません。
＊7.アクセサリーコンセント（AC100V･1500W/非常時給電システム付［フロント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/ラゲージルーム内）と充電用USB Type-C（照明付・2個/
　フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれ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。

UX250h AWD

Photo: UX200。

Photo: UX200。

※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

UX250h 2WD＊1＊4＊6 UX200＊1＊4＊6

UX250h 2WD＊5＊6

■シートマテリアル

ファブリック（ヘーゼル）ファブリック（ブラック）

■インストルメントパネル ■オーナメントパネル

和紙調シボ ブラックメタリック塗装

“F SPORT”専用L tex
［“F SPORT”］



E q u i p m e n t  C h a r t

UX300e

“version L” “version C”

ヘッドランプ

三眼フルLED LED

ハンズフリーパワー

バックドア
ー

（メーカーオプションで選択できます）

アルミホイール

18インチ
（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装）

17インチ
（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装）

UX300e

“version L” “version C”

オーナメントパネル

 ヘアライン加飾  ブラックメタリック塗装

シート

 本革  L tex

スカッフプレート

LEXUSロゴ付

ー

モデル別主な標準装備比較




