
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。■リサイクル料金表

＊1.価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。 ＊2.ナイトビュー（歩行者検知機能付）とレーンキーピングアシスト［LKA］を同時に選択することはできません。 ＊3.GS350 2WD “F SPORT”、GS250“F SPORT”で、LEDヘッドランプに代わり
寒冷地仕様を装着した場合、650,160円（602,000円）となります。またLEDヘッドランプと寒冷地仕様を同時装着した場合、795,960円（737,000円）となります。 ＊4.GS350 2WD “version L”、GS250“version L”で、LEDヘッドランプに代わり寒冷地仕様を装着した場合、704,160円（652,000円）
となります。またLEDヘッドランプと寒冷地仕様を同時装着した場合、849,960円（787,000円）となります。 ＊5.LEDヘッドランプ、寒冷地仕様を同時装着した場合、180,360円（167,000円）となります。 ＊6.ステアリングの素材は、お選びいただいたオーナメントパネルとセットになります。  
※価格はメーカー希望小売価格＜’14年8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。※価格はタイヤ交換用工具付の価格です。  ※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※リサイクル料金は’14年8月時点の金額。※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

リサイクル預託金
車両型式

GS450h全車 / GS300h全車

GS350全車 / GS250全車

シュレッダーダスト料金

9,890円

9,080円

エアバッグ類料金

1,930円

1,930円

フロン類料金

1,650円

1,650円

情報管理料金

130円

130円

資金管理料金

380円

380円

合計

13,980円

13,170円

レクサス GS450h  /  GS350  /  GS300 h /  GS250 価格表

■車両価格表

 メーカー希望小売価格＊1 

（消費税抜き）

■メーカーオプション価格表
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＋ ヘッドランプクリーナー
●

＋ ヘッドランプクリーナー
●

●

●

21,600円（20,000円） ● 21,600円（20,000円）21,600円（20,000円）

54,000円（50,000円）

21,600円（20,000円）

32,400円（30,000円）

54,000円（50,000円）

＋ ヘッドランプクリーナー 34,560円（32,000円）＊5［2WD］ ● ヘッドランプクリーナー
21,600円（20,000円）

＋ ヘッドランプクリーナー
34,560円（32,000円）＊5● ヘッドランプクリーナー 23,760円（22,000円）［AWD］

288,360円（267,000円）

108,000円（100,000円）

10,800円（10,000円）

＋ ヘッドランプクリーナー 156,600円（145,000円）＊5［2WD］
● ヘッドランプクリーナー 145,800円（135,000円）［AWD］ 

［2WD］ 
＋ LEDヘッドランプ
 210,600円（195,000円）

＋ 寒冷地仕様
 88,560円（82,000円）

＋ LEDヘッドランプ
＋ 寒冷地仕様
 234,360円（217,000円）

［AWD］ 

54,000円（50,000円）

54,000円（50,000円）

＋ LEDヘッドランプ
 210,600円（195,000円）

＋ 寒冷地仕様
 88,560円（82,000円）

＋ LEDヘッドランプ
＋ 寒冷地仕様
 234,360円（217,000円）

＋ ヘッドランプクリーナー
156,600円（145,000円）＊5

151,200円
（140,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ     

＋BSM   
＋LEDヘッドランプ＊3
772,200円
（715,000円）

＋LKA＊2
367,200円
（340,000円）

205,200円
（190,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM    
＋LEDヘッドランプ＊4
826,200円
（765,000円）

＋LKA＊2
421,200円
（390,000円）

205,200円
（190,000円）

＋ナイトビュー ＊2  
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM    
＋LEDヘッドランプ   
［2WD］＊4        

［2ＷＤ］826,200円
（765,000円）
［AＷＤ］669,600円
（620,000円）

＋LKA＊2
421,200円
（390,000円）

205,200円
（190,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM   
669,600円
（620,000円）

＋LKA＊2
421,200円
（390,000円）

151,200円
（140,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM   
615,600円
（570,000円）

＋LKA＊2
367,200円
（340,000円）

151,200円
（140,000円）

＋LKA
367,200円

（340,000円）

ー ー

ー

ー ー

151,200円
（140,000円）

＋LKA
367,200円
（340,000円）

151,200円
（140,000円）

＋LKA
367,200円

（340,000円）
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● ヘッドランプクリーナー
21,600円（20,000円）

59,400円（55,000円）

ー

ー●

ー ー ーー ー39,960円
（37,000円）

32,400円
（30,000円）

39,960円
（37,000円） ● ー 39,960円

（37,000円） ● ーー 39,960円
（37,000円）

●

●

10,800円
（10,000円） ー●● 10,800円

（10,000円） ー●● 10,800円
（10,000円） ー●● 10,800円

（10,000円）

86,400円（80,000円） ー86,400円（80,000円） ー86,400円（80,000円） ー86,400円（80,000円）

82,080円（76,000円） 82,080円（76,000円）ー ー 82,080円（76,000円） 82,080円（76,000円）ー

GS450h GS300hGS350 GS250

AWD

2WD

“version L” “F SPORT” “I package”“version L” “F SPORT” “I package”“version L” “F SPORT” “I package”“version L” “F SPORT” “I package”

7,353,000円
（6,808,333円）

7,250,000円
（6,712,963円）

6,839,000円
（6,332,407円）

6,427,000円
（5,950,926円）

8,192,000円
（7,585,185円）

8,279,000円
（7,665,741円）

7,662,000円
（7,094,444円）

7,250,000円
（6,712,963円）

7,071,000円
（6,547,222円）

7,158,000円
（6,627,778円）

6,541,000円
（6,056,481円）

6,129,000円
（5,675,000円）

6,917,000円
（6,404,630円）

6,798,000円
（6,294,444円）

6,386,000円
（5,912,963円）

5,975,000円
（5,532,407円）

6,238,000円
（5,775,926円）

6,119,000円
（5,665,741円）

5,707,000円
（5,284,259円）

5,296,000円
（4,903,704円）

235/45R18 94Yタイヤ＆18×8Jアルミホイール

235/40R19 92Yタイヤ＆19×8J “version L”専用アルミホイール

プリクラッシュセーフティシステム
（ミリ波レーダー方式）

＋レーダークルーズコントロール
（ブレーキ制御付）

プリクラッシュセーフティシステム
（ドライバーモニター付ミリ波レーダー方式）

＋レーダークルーズコントロール
（ブレーキ制御付）

プリクラッシュセーフティシステム
（ミリ波レーダー方式）

＋レーダークルーズコントロール
　（全車速追従機能付）

プリクラッシュセーフティシステム
（ドライバーモニター付ミリ波レーダー方式）

後席SRSサイドエアバッグ

ブラインドスポットモニター［BSM］

LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）

オートマチックハイビーム

ナイトビュー（歩行者検知機能付） 

クリアランスソナー

カラーヘッドアップディスプレイ

ステアリングヒーター

バンブー＋本革ステアリング（パドルシフト付） ＊6

本木目（縞杢用/ウォールナット用）＋本革ステアリング（パドルシフト付） ＊6

リヤドアサンシェード（手動）

ムーンルーフ（チルト＆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

パワートランクリッド

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）

＋レーダークルーズコントロール
　（全車速追従機能付）

●：：標準装備　 (　)内は消費税抜き価格

プリクラッシュセーフティシステムの
欄をご覧ください

ープリクラッシュセーフティシステムの
欄をご覧ください

ープリクラッシュセーフティシステムの
欄をご覧ください

ープリクラッシュセーフティシステムの
欄をご覧ください

205,200円
（190,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM   
669,600円
（620,000円）

＋LKA＊2
421,200円
（390,000円）

151,200円
（140,000円）

＋ナイトビュー ＊2
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM   
615,600円
（570,000円）

＋LKA＊2
367,200円
（340,000円）

151,200円
（140,000円）

＋LKA
367,200円

（340,000円）

ー32,400円
（30,000円） ー32,400円

（30,000円） ー32,400円
（30,000円）

151,200円
（140,000円）

＋ナイトビュー ＊2  
＋カラーヘッドアップ
ディスプレイ      
＋BSM    
＋LEDヘッドランプ   
［2WD］＊3        

［2ＷＤ］772,200円
（715,000円）
［AＷＤ］615,600円
（570,000円）

＋LKA＊2
367,200円
（340,000円）

PRICE LIST

パフォーマンス

セーフティ

インテリア

その他


