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表表紙・裏表紙　写真：UX 海外モデル。オーストラリア国内モデルは仕様・装備が異なる場合があります。詳細は最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。レクサス・オーストラ
リア社は本書記載内容が発行日時点で正確であるよう万全を期しています。ただし、仕様や詳細は変更される場合があるため、御注文時にレクサスディーラーにてご確認いただき
ますようお願い申し上げます。色合いはご参考用であり、印刷やモニターの関係で実際と異なる場合があります。レクサス・オーストラリア社は、現行の内装・外装の色、トリム、
および色／トリム／モデルの組み合わせを変更または中止する権利を留保します。御注文の際は、ご希望の色／トリム／モデルが提供されていることをレクサスディーラーにご確
認ください。法律で許容されている限りにおいて、レクサス・オーストラリア社はここに記載された情報や写真に依拠したことから生じるあらゆる損害、損失、経費に責任を負わ
ないこととします。このパンフレットは翻訳会社の手で日本語に翻訳されており、記載内容を正確に理解していただけるよう万全を期しています。もし本書の内容にご懸念がござ
いましたら、enquiries@lexusenquiries.com.au までメールにてお問い合わせください。法律で許容されている限りにおいて、レクサス・オーストラリア社は翻訳された情報の正確性、
信頼性および時宜性を保証せず、それらに起因する損失に責任を負いません。また、翻訳ができない画像も含まれています。他の製品名や会社名は、それらの所有者が持つ商標で
ある場合があります。印刷年月：2020 年 11 月 PROOF HQ: L2020-000652.

日本語パンフレット



ドライバー を中 心とする設 計 思 想 　 － 　 U X

レクサス UX は、都会の探索者のために作られました。ハッチバックの敏捷さとSUVの強みを併せ持つ、印象的で利便性の高いデザインが、毎日のドライブを楽しくしま
す。ドライバーの動きを熟知して設計されたコックピット　－　全く新しいUXがお披露目

1  運転者支援機能。特定の技術要件が揃ったときのみに
作動します。その制約についてはオーナーマニュアルをご
参照ください。安全運転にご協力をお願い申し上げます。 

2   商品名および社名は各社の登録商標です。 
3 EV モードは、特定条件下でのみ使用可能です。
4  実際の燃費は運転状況、スタイル、車輌状態、 

オプションやアクセサリー取り付け状況等により変化す
ることがあります。

5  ガス排出量は運転状況、スタイル、車輌状態、オプショ
ンやアクセサリー取り付け状況等により変化することが
あります。

   海外モデル。オーストラリア国内モデルは仕様・装備が
異なる場合があります。詳細は最寄りの販売店にお問い
合わせ下さい。

UX SPORTS LUXURY
UX Sports Luxury は、Luxury モデルをベースに、より 
スリリングでスポーティな走りを体感できます。高級レザー
をあしらったシートや特別な内装トリム、ホイールも Sports 

Luxury だけの 18 インチモデルです。13 個のスピーカーを 
使った Mark Levinson®2 オーディオシステムが、明確で豊か
な音場を再現。そして体型にフィットする座り心地の良い
ベンチレーション付きシート（前列）や 10 方向パワー 
アジャスト（運転席）などは日本のおもてなし文化を 
ヒントにしています。

UX LUXURY
新型 UX モデルは、クロスオーバーならではのドライビング 
の楽しさと守られている安心感を高いクオリティで実現。 
2.0L ガソリンエンジン搭載の Luxury モデルは、第二世代
の「Lexus Safety System+1 」と 3 つのドライブモード（Eco ／
Normal ／ Sport）を装備。リアランプ、ホイールアーチ 
モールディング、そして世界初 5 スポークの 17 インチ・ 
エアロダイナミックホイールは極限まで精度を高め、クラス 
最高レベルの空力特性を実現しています。足下やドアハンドル
のイルミネーションが居心地良いキャビンへと誘います。UX

の運転席・助手席のシートにはヒーターが内蔵されています。

UX F SPORT
他のモデルとは一線を画すロー＆ワイドなフォルムが 
特徴の UX F Sport モデルは、F メッシュパターンの 
フロントグリル、クロムメッキを施したフロントおよび
リアバンパー、スポーツシート、専用 18 インチアルミ
ホイールがパワフルさを強調しています。その他にも、
8 インチ TFT カラーディスプレイをはじめとする様々
な装備が、レクサスならではの上質な乗り心地をそ
のままにスポーツドライビングのスリルを満喫させて
くれます。

LEXUSハイブリッドドライブ 

新しい UX 250h モデルは、新型 2.0L ガソリンエンジ
ンと電子式 CVT を組み合わせた第四世代ハイブリッ
ドシステムを搭載しています。限りなく無音に近い
EV（電気自動車）モード 3 ではガソリン消費ゼロ 4、
排気ガスゼロ 5 を実現。さらにレクサスの自動充電
式ハイブリッドシステムにより電源に接続して充電す
る必要もありません。洗練されたハイブリッドシステ
ムコントロール・コンピューターが標準的なガソリン
エンジンの動力伝達を再現するので、ドライブ感覚も
向上しています。驚異的な燃費をもたらすパワートレ
イン 4 は、走行速度に合わせてエンジン回転数を調
整、スムーズで俊敏な加速によって運転が心地よく、
忘れがたいものとなります。



特別装備
レクサスUX だけの特別装備には、ムーンルーフ、スマートキーカード、Mark Levinson®1 オーディオ、 
日本の伝統的な刺繍技法である「刺し子」をモチーフとして上質なレザーのアクセントを施し
たキルティングのフロントシートなどがあります。運転席と助手席を一体化したなだらかな 
インストルメントパネルの上部には、レクサスシリーズ初となる和紙のような質感を表現した 
オーナメントが施され、ベンチレーション機能を持つパーフォレーションを採用したシートと合
わせて快適な居住空間を実現します。小型化に成功した新開発のニッケル水素電池は後部座
席下にすっぽりと収まり、スペースの拡張と共に重心の低下に貢献しています。また、世界初
のワイヤレス給電技術によって発光するエアコンレジスターノブで先進性を表現するなど、 
細部までこだわっています。2

印象的、先進的、そしてさりげなくプレミアム - それが、レクサスUXです。運転席に座ってみると、コックピットがドライバーを中心に設計されていることがよく分かり
ます。人間工学に基づいて設計されたダッシュボードは、すべてのツールが直感的に分かりやすく、使いやすく配置されています。ボイスコントロールや先進的安全
技術も、スムーズで快適なドライブに貢献します。 

斬新なデザイン
UX のデザインはクロスオーバー SUV に対する先入観を覆します。タフな力強さを 
感じさせるボディーと流れるようなシルエットのコントラスト。高いベルトラインは力強さ
と俊敏さを表現しています。取り回しの良さを追求したプロポーションは、回転半径 5.2m

を実現します。スピンドルグリルのメッシュパターンは中央のレクサスエンブレムから放射
状に一つ一つ形を変え、見る角度によって表情を変える立体的な造形です。内と外の境
界を曖昧にする日本の建築思想に着想を得た、UX の考え抜かれた造形は車内と外が連
続するように調和しています。UX を特徴づける流れるようなシルエットは、鏃モチーフの
あしらいにも活かされており、L 字形のデイタイムランニングライト（DRL）とフロント＆リ
アウイングがグリルを起点とする流線型のフレアを描いています。レクサスが世界に先駆
けて導入したリアランプは左右一体の翼形状で、120 個の 3mm 厚 LED が中央に向けて緩
やかに細くなります。車内は、ドライバーを中心に設計されたエレガントで居心地の良い
コックピットが運転者に明瞭な視野を提供しており、同乗者にもゆったりしたスペースが、
そしてトランクにも十分な容量が確保されています。

予防安全技術
新しい UX には Lexus Safety System+ が搭載されています。この 
パッケージには、第二世代のプレコリジョンシステム（PCS）3

が含まれています。対向車や歩行者の検知を補助する第一世代
PCS の性能を向上させ、走っている自転車も検知可能（日中）
としたこのシステムは、複雑さを増す今日の道路状況により良く
対応しています。さらに、PCS レーダーの感度とダイナミック 
レンジを向上させることにより、夜間の歩行者検知性能も改良
されました。速度標識を読み取るロードサインアシスト、レーン
トレーシングアシストおよびレーダークルーズコントロールに加
えて、先行車や対向車を検知してハイビームの照射を制御する
アダプティブハイビームシステム 3 も装備しています。

スリリングなパフォーマンス
スリリングなドライビングと優秀な燃費を両立するレクサス
UX のパワートレインは、二種類あります。4 　UX 200 に
搭載されているのは 2.0L エンジンと新開発ダイレクトシフト
CVT の組み合わせ。最新のレクサス・ハイブリッドドライブ 
テクノロジーを採用した UX 250h は、2.0L 四気筒ガソリン 
エンジン、モーター、ハイブリッドトランスミッションの組み合
わせが高い静粛性と妥協のないパフォーマンスを実現します。

1  商品名および社名は各社の登録商標です。
2  すべてのグレードにすべてのオプションが付

けられるとは限りません。
3   運転者支援機能。特定の技術要件が揃っ

たときのみに作動します。その制約につ
いてはオーナーマニュアルをご参照くださ
い。安全運転にご協力をお願い申し上げ
ます 

4  実際の燃費は運転状況、スタイル、車輌
状態、オプションやアクセサリー取り付け
状況等により変化することがあります。

   海外モデル。オーストラリア国内モデルは
仕様・装備が異なる場合があります。詳細
は最寄りの LEXUS 販売店にお問い合わせ
下さい。



 色合いとトリムはご参考用であり、印刷やモニターの関係で実際と異なる場合があります。御注文の際
は、ご希望の色／トリム／モデルが提供されていることをレクサスディーラーにご確認ください。 
メタリック／マイカ光沢塗装はほとんどのモデルで有料オプションとなっています。
レクサス・オーストラリア社は、現行の内装・外装の色、トリム、および色／トリム／モデルの組み合わせ
を変更または中止する権利を留保します。

1  運転者支援機能。特定の技術要件が揃ったときのみに作動します。その制約についてはオーナーマニュアルをご参照ください。安全運転にご協力をお願い申し上げます。
2 適用範囲は車両の現在位置により異なります。
3  Qi対応機種のみ。お使いの機器が対応しているかどうかは、それぞれのメーカーにお問い合わせください。お使いの機器によっては、別売りのQi対応アクセサリーが必要になる場合があります。
4  商品名および社名は各社の登録商標です。
5  対応するデバイス、USB接続、データ容量、ネットワーク接続、GPS信号受信が必要になります。携帯電話使用料は自己負担となります。アプリは変更になる場合があります。詳細はlexus.com.au/connectivityをご参照ください。機能はデバイスにより異なります。CarPlay® 

はApple社の米国および各国で登録されている登録商標です。Android Auto™ はGoogle社の登録商標です。すべての画像はイメージです。

エクステリア

ホワイトノーヴァ
（F Sportのみ）

ソニッククォーツ
（Luxury および 

Sports Luxuryのみ）

プレミアム 
シルバー

インテリアトリム オーナメント

ホワイトアッシュ
（Luxury および 

Sports Luxuryのみ）

和紙／ブラウン 
（Sports Luxuryのみ）

リッチクリーム
（Luxury および Sports 

Luxuryのみ）

ブラウン 
（Luxury のみ）

Luxury標準装備：

UX 200専用

10.3インチ・マルチメディアディスプレイ
17インチ・アロイホイール
2.0Lガソリンエンジン
3つのドライブモード：
Eco／Normal／Sport
2WD
運転席10方向パワーアジャストシート
助手席8方向パワーアジャストシート
運転席・助手席にヒーター付きシート
足元照明
レザーアクセント付きハンドル＆ 
シフトレバー
Lexus Safety System+ （以下を含む）：
•  道路標識読み取り（特定の速度標識のみ）
• 自動ハイビーム制御
• レーントレーシングアシスト
•  歩行者検知プレコリジョンセーフティシ

ステム1 

• レーダーアクティブクルーズコントロール 
•  サテライトナビゲーション2 および 

8スピーカー・オーディオ
• Apple CarPlay® & Android AutoTM 5

Luxury装備に追加またはアップグレード：  

5つのドライブモード：
Eco、Normal、Sport S、Sport S+ & Custom 
アダプティブハイビームシステム（AHS）
Adaptive Variable Suspension (AVS)
2WDおよびAWD車に採用可能

（AWDはUX 250hモデルのみ）
運転席・助手席にベンチレーション付きシート
F Sport 18インチ・アロイホイール
F Sport レザーアクセント付きシートトリム
F Sport 専用エクステリアトリム
フロント＆リアバンパー、グリル、バッジ
F Sport 専用インテリアスタイリング
F Sport シート、シフトレバー、ハンドル、ペダル
フロント＆リア・パフォーマンスロッド
パワーバックドア
プライバシーガラス
ワイヤレス充電器3

オプションパッケージ 1:
ムーンルーフ

オプションパッケージ 2:
13スピーカー Mark Levinson®4 オーディオ 
ヘッドアップディスプレイ
ムーンルーフ
パノラミックビューモニター（PVM） 
スマートキーカード

Luxury装備に追加またはアップグレード： 

13スピーカー Mark Levinson®4 オーディオ
アダプティブハイビームシステム（AHS）
2WDおよびAWD車に採用可能 

（AWDはUX 250hモデルのみ）
パワーバックドア
ラグジュアリー18インチ・アロイホイール
パノラミックビューモニター（PVM）
プライバシーガラス
ラグジュアリーレザーアクセント付きシート 
トリム
ワイヤレス充電器3

オプションパッケージ 1:
ヘッドアップディスプレイ 
ムーンルーフ
スマートキーカード

LUXURY F SPORT SPORTS LUXURY

オプションパッケージ 1:（UX 200のみ）

LEDフォグランプ
ルーフレール
パーキングサポートアラート (PKSA)
パーキングサポートブレーキ (PKSB)
ブラインドスポットモニター
スマートエントリー
DAB+

オプションパッケージ 2:（UX 200 & UX 250h）

2.0Lガソリンエンジンもしくは2.0Lガソ
リンエンジン＋レクサスハイブリッドド
ライブ
パワーバックドア
ワイヤレス充電器3

コーナリングランプ
合金製スカッフプレート
ヘッドランプクリーナー
後部プライバシーガラス
ハンズフリーパワーバックドア（UX 
250hのみ）

オプションパッケージ 3:（UX 200 & UX 250h）

ムーンルーフ

チタン マーキュリー
グレー

オニキス 
ブラック

グラファイト
ブラック

カリエンテ ディープメタリック 
ブロンズ

（Luxury および 
Sports Luxuryのみ）

カーネリアン
（F Sportのみ）

コバルトマイカ
（F Sportのみ）

カーキメタル

セレスティアル 
ブルー

（Luxury および 
Sports Luxuryのみ）

ブラック（Luxury 
および F Sport

のみ）

F Sport ホワイト
（F Sportのみ）

オーカー
（Sports Luxury のみ）

F Sport フレア 
レッド

（F Sportのみ）

ゼファーブルー 
（Sports Luxury 

のみ）

和紙／コバルト
（Sports Luxuryのみ）

F Sport ブラック
（F Sportのみ）

ブラック
（Luxury およ
び Sports Luxury

のみ）

和紙／ブラック
（Sports Luxuryのみ）
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