
＊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.タイヤチェーンを装着することはできません。 ＊3.IS300h AWD “F SPORT”は標準装備となります。
※価格はメーカー希望小売価格＜’15年7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。※価格はスペアタイヤまたはパンク修理キット、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。

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

21,600円（20,000円） ●21,600円（20,000円）＊3 21,600円（20,000円）

43,200円（40,000円）

54,000円（50,000円）

108,000円（100,000円）

240,840円（223,000円）

64,800円（60,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー
189,000円（175,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー

　　　　　　　189,000円
　　　　　　　　（175,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー

　　　　　　　184,680円
　　　　　　　　（171,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー

　　　　　　　243,000円
　　　　　　　　（225,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー

　　　　　　　238,680円
　　　　　　　　（221,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー

　　　　　　　189,000円
　　　　　　　　（175,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー
28,080円（26,000円）
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IS300h IS200t IS250

AWD

2WD

“version L” “F SPORT”

ボディカラー

225/45R17タイヤ＆アルミホイール

ヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉

225/45RF17ランフラットタイヤ＆アルミホイール

クリアランスソナー&バックソナー

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）

ムーンルーフ（チルト＆スライド式）

オーナメントパネル

後席SRSサイドエアバッグ

クラフテッドラインウッド（グレー）
クラフテッドラインウッド（ブラウン）
バンブー（マットフィニッシュ/サンバースト）

運転席・助手席シートヒーター

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）

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ

＋レーンディパーチャーアラート［LDA］
＋オートマチックハイビーム［AHB］

＋レーンディパーチャーアラート［LDA］
＋オートマチックハイビーム［AHB］

＋電動チルト＆テレスコピックステアリングコラム
　（オートアウェイ＆オートリターン＆メモリー機構付)
＋オート電動格納式ドアミラー（メモリー付）
＋後席SRSサイドエアバッグ
＋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)

フロント225/40R18＋
リヤ255/35R18タイヤ＆アルミホイール（メッシュ）＊２ 

＋スポーツサスペンション
＋NAVI・AI-AVS

＋スポーツサスペンション
＋NAVI・AI-AVS

＋ステアリングヒーター

“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）

フロント225/40R18＋
リヤ255/35R18タイヤ＆アルミホイール（5本スポーク）＊２ 

●：標準装備　 (　)内は消費税抜き価格

ーーー

IS350

“version L” “F SPORT”

5,979,000円
（5,536,111円）

6,190,000円
（5,731,481円）

5,443,000円
（5,039,815円）

ーーー

ー ー ー

ーーー

“version L” “F SPORT”

5,087,000円
（4,710,185円）

5,092,000円
（4,714,815円）

4,544,000円
（4,207,407円）

5,567,000円
（5,154,630円）

5,572,000円
（5,159,259円）

4,999,000円
（4,628,704円）

5,971,000円
（5,528,704円）

6,278,000円
（5,812,963円）

162,000円
（150,000円）

162,000円
（150,000円） ーー

162,000円
（150,000円）

162,000円
（150,000円）

5,403,000円
（5,002,778円）

4,793,000円
（4,437,963円）

5,668,000円
（5,248,148円）

5,361,000円
（4,963,889円）

45,360円
（42,000円）

ー 45,360円
（42,000円）

21,600円
（20,000円）

52,920円
（49,000円）

106,920円
（99,000円）

52,920円
（49,000円）

32,400円
（30,000円）

28,080円
（26,000円）

32,400円
（30,000円）

32,400円
（30,000円）

145,800円（135,000円）

199,800円（185,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー
243,000円（225,000円）

199,800円（185,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー
236,520円（219,000円）

199,800円（185,000円）

145,800円（135,000円）

＋寒冷地仕様
＋ヘッドランプクリーナー
182,520円（169,000円）

145,800円（135,000円）

16,200円
（15,000円）

27,000円
（25,000円）

16,200円
（15,000円）

27,000円
（25,000円）

54,000円
（50,000円）

＋オーナメントパネル
　　　　　　　　   412,560円
　　　　　　　　   （382,000円）

318,600円
（295,000円）

＋オーナメントパネル
　　　　　　　　   412,560円
　　　　　　　　   （382,000円）

318,600円
（295,000円）

54,000円（50,000円）

54,000円
（50,000円）

● ● ●ー ー ー
“F SPORT”専用本革
スポーツシートの欄を
ご覧ください。

“F SPORT”専用本革
スポーツシートの欄を
ご覧ください。

LEDヘッドランプの欄をご覧ください。

AWD 93,960円
（87,000円） 93,960円

（87,000円）

21,600円
（20,000円）

66,960円
（62,000円）

52,920円
（49,000円）

106,920円
（99,000円）

52,920円
（49,000円）

106,920円
（99,000円）

66,960円
（62,000円）

21,600円
（20,000円）

“version L” “F SPORT”

パフォーマンス

セーフティ

機能装備

インテリア

その他

52,920円
（49,000円）

106,920円
（99,000円）

21,600円
（20,000円）

“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
（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

● 21,600円（20,000円）

25,920円
（24,000円）

ー
54,000円

（50,000円）

2WD
318,600円＊3
（295,000円）

＋オーナメントパネル
　　　　　　　　   412,560円
　　　　　　　　   （382,000円）

2WDは“F SPORT”専用
本革スポーツシートの欄を

ご覧ください。

レクサス IS350 /  IS300h /  IS200t / IS250価格表

PRICE LIST

全車

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。

シュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 フロン類料金

リサイクル預託金

情報管理料金 資金管理料金 合　　計

8,190円 1,930円 1,650円 130円 380円 12,280円

■リサイクル料金表

※リサイクル料金は'15年7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。


