
■走行性能 サスペンション IS F 

 ブレーキ フロント： 対向6ポッドアルミ製キャリパー（ブレンボ製）・φ360mmドリルドベンチレーテッドディスク    

 ：ヤ    リ  対向2ポッドアルミ製キャリパー（ブレンボ製）・φ345mmドリルドベンチレーテッドディスク     

   タイヤ&ホイール フロント：225/40R19 89Yタイヤ&19 x 8J鍛造アルミホイール （BBS製）    

ルーイホミルア造鍛J9 x 91&ヤイタY29 91R53/552：ヤ    リ    （BBS製） ＊1      
●

トンロフ    ：225/40R19 89Yタイヤ&19 x 8J鍛造アルミホイール （BBS製・ ポリッシュ仕上げ）  

ルーイホミルア造鍛J9 x 91&ヤイタY29 91R53/552：ヤ    リ    （BBS製・ ポリッシュ仕上げ） ＊1    

       )ヤイタ用急応( ヤイタアペス ヤイタアペス    

   エアロパーツ サイドマッドガード/リヤスポイラー/ボディフルアンダーカバー    ●  

■安全性能 アクティブセーフティ VDIM (ノーマルモード・

    ABS (電子制動力配分制御付) /ブレーキアシスト/ VSC / TRC（ブレーキLSD機能付き） / ヒルスタートアシストコントロール   

ムテスシィテフーセュシッラクリプ    （ミリ波レーダー方式） ＊2    

  パッシブセーフティ

      

   グッバアエドイサ席手助・席転運        

      前後席カーテンシールドエアバッグ    

 トルベトーシ式点3RLE     運転席・助手席：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    

   後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構・チャイルドシート固定機構付    ●

     )席右左後/付ーカンアーザテプット( ーバ用専定固トーシドルイャチ応対XIFOSI      

■視界   プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ（ハイビーム兼用ロービーム）

ーラミアドグンリアリクンイレ    （ヒーター・メモリー機能付電動格納式）

       )式ドイラス&トルチ( フールンーム       

ナソスンラアリク  ー     

   イレプスィデンョシーメォフンイチルマ   

    ムテスシーリトンエドッテーネミルイ 性 作 操    

  F-スポーツモードトータルコントロールスイッチ（VDIM・ECT＆電子スロットル・EPS）      

  ルーロトンコズールク     ＊2  

ルーロトンコズールクーダーレ   （ブレーキ制御付） ＊2   

   ブノトフシ革本＆グンリアテス革本ルプンィデ     

トフシルドパ速8    （シーケンシャルシフト付）     

    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）     

    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)      

  室内装飾 IS F専用スカッフプレート     

  室内パネル（センターコンソール・ドアスイッチベース）    ドッウフーリ ーバルシ  

   シルバリースターリングファイバー      

    ルダペツーポス製ミルア   

ーザイバンサ付明照井天  （バニティミラー付）

ーダルホプッカ  （フロント2）      

 シート セミアニリンスポーツ本革シート（ポジションメモリー/運転席・助手席ヒーター付） ＊3   

トーシーワパ式整調yaW8  

       トーシツーポス座2席後  

トスレムーアータンセ席後  （トランクスルー機能・カップホルダー付）

 エアコン 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機能付) /排出ガス感知内外気オート切り替え機能/花粉除去機能付クリーンエアフィルター     

■ナビゲーション・オーディオ HDDナビゲーション (VICS 3メディア、Bluetooth®    )応対話電帯携

    イレプスィデ細精高チンイ7  

   ータニモドイガクッバ  

スサクレ  IS Fプレミアムサウンドシステム ＊4    

”ンソンビレクーマ“  プレミアムサラウンドサウンドシステム（IS F専用チューニング） ＊4   

■テレマティクスサービス G-Link（3年間無料）＊5  Gルート探索/渋滞予測・G-SOUND/AUTOLIVE・ヘルプネット ・G-Security・レクサス緊急サポート24・リモートメンテナンスサービス  ●

  イモビライザー＊6  /侵入センサー付オートアラーム      

 )ムテスシい払支金料動自路道料有( トッニユCTE  ＊7   

様仕地冷寒  （リヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等） ＊8   

レクサス IS F 

●：標準装備 ：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

2WD（FR）

IS F

EQUIPMENT

＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

＊2. 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)を選択した場合、クルーズコントロールはレーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)となります。また、フロントグリルは専用エンブレムとなります。

＊3. シートカラー「ホワイト＆ブラック」のシートメイン材にはセミアニリン本革、サイド材には本革、シート側面は合成皮革を使用しています。

   またシートカラー「ブラック」のシートメイン材及びサイド材にはセミアニリン本革、シート側面には合成皮革を使用しています。

＊4. コピーコントロールＣＤなどは再生できない場合があります。 ＊5. ご利用には別途契約が必要となります。ご利用料金は新車登録後３年間無料（新車をご購入いただきましたお客様に限ります）となります。 ＊6. 国土交通省認可品です。

＊7. セットアップ料金が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。 ＊8. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー関係の信頼性・耐久性の向上を図っています。北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

※ 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着されるため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ※ Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。

※ G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。 ※ プラズマクラスター®はシャープ株式会社の商標です。 ※ “ヘルプネット（HELPNET） ”は（株）日本緊急通報サービスの商標です。

※アナログテレビ放送は2011年7月に終了し、 地上デジタルテレビ放送に移行します。アナログテレビ放送終了後は、このナビゲーション等では、テレビを視聴することができなくなります。

 地上デジタルテレビ放送を視聴するには、地上デジタルテレビ放送対応の機器（オプション）が別途必要となります。
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■

■

DBA-USE20-FEZRH

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。■

レクサス IS F 
IS FPRICE  LIST

■

■

■

■

■

■

19インチ鍛造アルミホイール（BBS製・ポリッシュ仕上げ）

         フロント

         リヤ

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）

ムーンルーフ（チルト＆スライド式）

室内パネル（センターコンソール・ドアスイッチベース）

“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（IS F専用チューニング）

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）

87,150円 （83,000円）

273,000円 （260,000円）

94,500円 （90,000円）

42,000円 （40,000円）

39,900円 （38,000円）

283,500円 （270,000円）

16,800円 （16,000円）

7,660,000円 （7,295,238円）メーカー希望小売価格＊1（消費税抜き）

※リサイクル料金は'07年10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。

＊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. フロントグリルは専用エンブレムとなります。
※価格はメーカー希望小売価格＜'07年10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、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。

＊3

■“LEXUS” “VDIM” “VSC” “TRC” “TSOP” “VVT-iE” “RSPP” “AFS” “L-finesse” “F（デザイン）” はトヨタ自動車（株）の商標です。   ■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

レクサス IS F 

IS F

2WD（FR）

10・15モード走行燃料消費率 （国土交通省審査値）

最高出力［NET］

最大トルク［NET］

kW（PS）

N・m（kg・m）

筒内直接噴射、電動可変バルブタイミング、電動パワーステアリング

311（423）

505（51.5）

筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S）

ドリルドベンチレーテッドディスク・対向6ポッドキャリパー / ドリルドベンチレーテッドディスク

■車両

■

■

■

■

■

■

■

DBA-USE20-FEZRH

1,855 / 1,475 / 1,165 ＊1

   1,690

   1,910＊2

4

SPECIFICATIONS

＊1. ムーンルーフを装着した場合、1,120mm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。

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

※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。
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