
■走行性能 

■安全性能 アクティブセーフティ 

パッシブセーフティ 

■視界 

■セキュリティ 

ギヤ比可変ステアリング［VGRS］  

アクティブスタビライザーサスペンションシステム  

減衰力制御サスペンション［AVS］  

フロントブレーキ：対向4ポットキャリパー・φ334mmスパイラルフィン式ベンチレーテッドディスク 

リヤブレーキ：φ310mmベンチレーテッドディスク  

電子制御ブレーキ［ECB］  

245/40R18 93Yタイヤ＆18×8JJアルミホイール  

225/50R17 94Wタイヤ＆17×7!/2JJアルミホイール  

245/40ZR18ランフラットタイヤ＆18×8JJアルミホイール（スペアタイヤレス） 

225/50R17 94Wランフラットタイヤ＆17×7!/2JJアルミホイール（スペアタイヤレス） 

リヤスポイラー  

VDIM（アクティブステアリング統合制御）  

ABS（電子制動力配分制御付）  

ブレーキアシスト  

VSC  

TRC  

ヒルスタートアシストコントロール  

プリクラッシュセーフティシステム 

 

ドライバーアシストブレーキングコントロール［DABC］ 

レーンキーピングアシスト［LKA］ 　　　　　　　　　 

インテリジェントAFS  

タイヤ空気圧ウォーニング  

SRSエアバッグシステム 

 

 

 

 

ELR3点式シートベルト（テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付／運転席・助手席・後左右席） 

ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トップテザーアンカー付）  

イモビライザー／侵入センサー付オートアラーム 

G-Link（3年間無料）＊6 

 

プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ（ロービーム）  

フロントフォグランプ  

オートライトシステム  

全面UVカットガラス  

熱吸収トップシェード付ウインドシールドグリーンガラス 

撥水機能付フロントドアガラス  

オートワイパー（雨滴感応式）  

レインクリアリングドアミラー＊7 

 

自動防眩インナーミラー  

電動リヤサンシェード  

ムーンルーフ（チルト＆スライド式）  

クリアランスソナー（ステアリング感応式）  

G-Security 

G-Security（セキュリティカメラ付） 

GS430 GS350

2WD（FR） 2WD（FR） AWD＊1

Equipment

＊2 315,000円（消費税抜き300,000円） 

＊3＊4

＊4

＊5

＊8

ミリ波レーダー方式 

緊急ブレーキ連動方式 

電動格納式 

 メモリー機能付電動格納式 

運転席・助手席デュアルステージエアバッグ 

運転席・助手席ニーエアバッグ 

運転席・助手席サイドエアバッグ 

前後席カーテンシールドエアバッグ 

後席サイドエアバッグ 

21,000円（消費税抜き20,000円） 

21,000円（消費税抜き20,000円） 

31,500円（消費税抜き30,000円） 

231,000円（消費税抜き220,000円） 

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）の価格に含まれます 

441,000円（消費税抜き420,000円） 

52,500円（消費税抜き50,000円） 

94,500円（消費税抜き90,000円） 

31,500円（消費税抜き30,000円） 

本革シート＆トリムの価格に含まれます 

52,500円（消費税抜き50,000円） 

21,000円（消費税抜き20,000円） 

●：標準装備　▲：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

レクサス GS430 / GS350主要装備一覧表 



L e x u s - G S  6 0 - 6 1

■インテリア 計器盤 

操作性 

室内装備 

シート 

エアコン 

■その他 

ライトセンシティブオプティトロンメーター  

マルチインフォメーションディスプレイ（燃費・航続可能距離等）  

時刻補正機能付デジタルクロック  

イルミネーテッドエントリーシステム  

スマートエントリー＆スタートシステム  

クルーズコントロール 

レーダークルーズコントロール  

本木目＋本革ステアリング＆シフトノブ  

本革ステアリング＆シフトノブ  

シーケンシャルシフト  

電動チルト＆テレスコピックステアリング（オートチルトアウェイ・リターンメモリー付） 

全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ  

車速感応式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）  

トランクイージークローザー  

アルミ製スカッフプレート  

本木目パネル  

カップホルダー（フロント2） 

ファブリックシート（静電気帯電防止・脱臭機能付） 

本革シート＆トリム（ポジションメモリー・ベンチレーション機能・ヒーター付） 

8Way調整式パワーシート・電動ランバーサポート（運転席・助手席） 

後席センターアームレスト（トランクスルー機能・カップホルダー付）  

スライド連動ヘッドレスト（運転席）  

花粉除去モード付左右独立温度調整オートエアコン  

プラズマクラスター　（マイナスイオン発生・除菌機能付）  

排出ガス感知内外気オート切替え機能  

花粉除去機能付クリーンエアフィルター  

HDDナビゲーション（VICS・Bluetooth　携帯電話対応）  

7インチ高精細ディスプレイ 

G-Link（3年間無料） 

バックガイドモニター  

レクサスGSプレミアムサウンドシステム 

“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 

G-Link（3年間無料）  ヘルプネット 

ETCユニット（有料道路自動料金支払いシステム）  

寒冷地仕様（リヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等） 

GS430 GS350

2WD（FR） 2WD（FR） AWD＊1

＊3

＊8

＊3

＊11

＊10

＊9

＊6

＊6

＊9

－49,350円（消費税抜き－47,000円） 

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）の価格に含まれます 

49,350円（消費税抜き47,000円） 

273,000円（消費税抜き260,000円） 

341,250円（消費税抜き325,000円） 

18,900円（消費税抜き18,000円） 25,200円（消費税抜き24,000円） 

▲

®

®■ナビゲーション・オーディオ 



メーカー希望小売価格＊ 
車両本体価格表

消費税抜き 

6,300,000円 

5,200,000円 

5,600,000円 

6,000,000円 

4,952,381円 

5,333,333円 

GS430 2WD

GS350 2WD

GS350 AWD

＊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。  
※車両本体およびメーカーオプション価格はメーカー希望小売価格＜'05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。
※車両本体価格はスペアタイヤ、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。
※車両本体価格にはオプション価格は含まれません。  

 

全長 

全幅 

全高 

ホイールベース 

トレッド（前） 

トレッド（後） 

最低地上高 

最小回転半径 

室内長 

室内幅 

室内高 

車両重量 

車両総重量 

乗車定員 

10・15モード走行燃料消費率（国土交通省審査値） 

主要燃費向上対策 

 

型式 

種類 

使用燃料 

総排気量 

内径×行程 

圧縮比 

最高出力［NET］ 

最大トルク［NET］ 

燃料供給装置 

燃料タンク容量 

駆動方式 

トランスミッション 

第1速 

第2速 

第3速 

第4速 

第5速 

第6速 

後退 

減速比 

ステアリング 

サスペンション（前） 

サスペンション（後） 

ブレーキ（前） 

ブレーキ（後） 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

mm 

mm 

mm 

kg 

kg 

名 

km/　 

mm 

 

kW（PS）/r.p.m. 

N･m（kg･m）/r.p.m. 

 

 

3.296 

1.958 

1.348 

1.000 

0.725 

0.582 

2.951 

3.615

3.520 

2.042 

1.400 

1.000 

0.716 

0.586 

3.224 

3.769

後輪駆動 

無鉛プレミアムガソリン 

4輪駆動 

DBA-GRS191-BETQH 

4,830 

1,820 

1,425 

2,850 

1,535 

1,540 

140 

5.2 

2,000 

1,535 

　　1,160 ＊1 

　　1,640 ＊2 

      1,915 ＊2 

5 

10.0

筒内直接噴射、可変バルブタイミング、  

充電制御、電動パワーステアリング 

2GR-FSE 

V型6気筒DOHC 

 

3.456 

94.0×83.0 

11.8  

232（315）/6,400 

377（38.4）/4,800 

筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S） 

71 

 

電子制御6速オートマチックトランスミッション 

パワーアシスト付ラック＆ピニオン 

ダブルウイッシュボーン（スタビライザー付） 

マルチリンク（スタビライザー付） 

ベンチレーテッドディスク 

ベンチレーテッドディスク 

DBA-GRS196-BETQH 

4,830 

1,820 

1,435 

2,850 

1,535 

1,535 

145 

5.4 

2,000 

1,535 

　　1,160 ＊1 

　　1,730 ＊2 

       2,005 ＊2 

5 

9.6

DBA-UZS190-BETQK 

4,830 

1,820 

1,425 

2,850 

1,535 

1,540 

140 

5.2 

2,000 

1,535 

　　1,160 ＊1 

　　　　1,700 ＊2＊3 

　　　 1,975 ＊2＊3 

5 

9.1 

可変バルブタイミング、 

充電制御、電動パワーステアリング  

3UZ-FE 

V型8気筒DOHC 

 

4.292 

91.0×82.5 

10.5 

206（280）/5,600 

430（43.8）/3,400 

電子制御式燃料噴射装置  

GS430

2WD（FR） 2WD（FR） AWD

GS350

■車両型式 

■寸法 

■定員 

■性能 

■重量 

■エンジン 

■駆動装置 

■その他装置 

＊1.ムーンルーフを装着した場合、1,110mmとなります。　＊2.ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。　＊3.アクティブスタビライザーサスペンションシステムを装着した場合、30kg増加します。 

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件（気象、道路、車両、運転、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。 

■“LEXUS”“VDIM”“VGRS”“VSC”“TRC”“ECB”“TSOP”はトヨタ自動車（株）の登録商標です。   ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値    ■製造事業者： トヨタ自動車株式会社 

LE0026-0507

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 

※リサイクル料金は'05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。 

リサイクル預託金 

エアバッグ類 
料金 

シュレッダー 
ダスト料金 

10,960円 3,450円 2,050円 130円 380円 300円 16,970円 

フロン類料金 情報管理料金 
資金管理料金 

エアバッグ類 
追加オプション時の 
加算額 

合計 

Specifications

全車 

車両型式 

レクサス GS430 / GS350主要諸元表 
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