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LEXUSを選んだ理由 

• 日本初の、日本を含む世界で展開しているブランドだから。 

• 今までマツダ（＝親しみやすいブランド）、メルセデス・ベン
ツ（＝いわずと知れたプレミアムブランド）を見てきて、Lexus

はこの2社と比べ何が特徴なのかを分析したい。 

• いわゆる良品廉価の「日本の自動車」とは一線を画しているよ
うに感じるから 



LEXUS紹介 

• 1989年 アメリカで誕生。Lexus初のモデルLS400は非常に人気を博す。 

初代 LS400 （日本名：セルシオ） 

※１ 



LEXUS紹介 

• Lexusの構想を打ち出したのは豊田英二 

• 「トヨタは文字通り最高といえるラグジュアリーカーを開発
できるか」 

• 2005年、日本上陸 

• アルテッツァ→IS、アリスト→GS、セルシオ→LS 

• 2015年世界年間販売台数 65.2万台（2015) 

 （参考：メルセデス・ベンツ：187万台） 



LEXUSの問題意識 

• 高級車の世界でどのように存在感をあげるか 

• 販売台数ではドイツ御三家の3分の1ほど。 

• 日本での販売台数をどう伸ばすか 

• 「Lexusでなければ」という意識をいかにして顧客に植え付
けるか 

• どのように歴史を作っていくか 

• 若いブランドとしての意識 



LEXUSに関する本 

『レクサスートヨタは世界的ブランドを打ち出せるのか』 

井元康一郎 2016年 プレジデント社 



『レクサスートヨタは世界的ブランドを打ち出
せるのか』 

• 歴史の浅さに注目 

• 人を魅了するだけの歴史がない 

• 逆に挑戦しやすい土壌がある 

• Lexus独自の哲学、「芯」を磨き上げる必要性 

品質で勝負？ 

→では今までのトヨタは手抜き？ ハリアーとNXってそっくり… 

※２ 
※３ 



自分のたてた仮説 

• ただ歴史をつくるだけではだめ 

• 芯をどこかに持つ必要がある 

• トヨタとLexusの関係をはっきりさせる必要 

• アウディのように親からVW色を出さないやり方 

• メルセデスとAMGのように一体で価値を出すことも可能 

 



今まで学んできたこと 

• どの企業にも「芯」があった 

• メルセデス：安全が最優先。自動車を発明した責
任。モビリティの先駆者 

• マツダ：Skyactiv。ハイブリッド全盛の時代にあえ
てレシプロエンジンの限界に挑む 

• エルメス：ヘッドピンに常に寄り添う。手作りに
こだわり希少性を維持する 

→「芯」＝定番がありながら驚きを提供してきた 



LEXUS店舗訪問 

レクサス センター北に行ってきました 

※４ 



LEXUS店舗訪問 

試乗車：IS200t 



LEXUS店舗訪問 

• 対応がひどかった！！！ 

• 慇懃無礼そのもの。「さっさと帰れ」感丸見え 

• 試乗も文字通り「そこら辺1週」 

• 説明する気も感じず、がっかり 

 

• TPOの問題なのか… 

• 確かに売る側にも顧客を選ぶ権利はある 

• 結局30代以上のおっさんが顧客なのですね！ 



LEXUS店舗訪問（番外編） 

• 他のメーカーのディーラーでもこんな対応かと思い、Audiのディーラーに
突撃してみる。 

Audi 横浜青葉 

※５ 



AUDI店舗訪問 

試乗車： A4 Avant 



AUDI店舗訪問 

• とても対応良かった！！！ 

• 非常に好意的に対応していただいた 

• 試乗も20分ほど乗せてもらえた 

• スタッフの説明も非常に丁寧。 

 「ファンになっていただければ」と言ってもらえた 

 

• どのような姿勢で「客を選ぶ」のがいいのか、という疑問 



LEXUSユーザーレビュー 

• 顧客の声（from みんカラ LSの評価）。いい評価 

「豪華装備でで全く問題なし。とてもリッチな気分にさせてくれます。」 

「さすが、世界に誇れる日本人の物づくりの優秀さを感じます。」 

「走って止まる。本当に疲れない、楽しい車、最高の一台です。次もやっぱり後継車でないと物足りないかも…お金が続
く限り乗り続けたい一台です。」 

「サービスを含めてなんら問題はありません。」 

「下手に外車買うよりウン十倍満足するよ」 

「やはり国産最上級車、これといった不満点はありません。いい車で
す。」 
「すばらしい安定性とハンドリング、軽く流すには全く必要の無い性能、ありえない安定性と素直さがあります。」 

「キングオブ普通」であり「キングオブキング」であるというか、カリスマ性が無い超優等生というか、本当の意味で
多角的に性能やメカニズムを正確に評価出来る人で無いと良さはわからないでしょう。」 

「レクサスディーラーや、オーナーズデスクの対応。」 

「トータルしてよく出来た「エゴ」カーだと思います。」 

「さすが、トヨタ（レクサス）クオリティです。」 
 

 

 



LEXUSユーザーレビュー 

• 顧客の声（from みんカラ LSの評価）。悪い評価。 

 「乗り心地は良くも悪くも「トヨタ」そのものという印象でした。」 

「トヨタ色がぬければ最高なのに・・・。独自デザインがほしいところですね。せっかくのレク
サスブランドなのだから」 

「変にヨーロッパかぶれの足回り、不自然です。」 

「金額以外全くなし！」 

「内装がプラチックが多いし国産高級車に比べてももう少し皮を使って貰いたい」 

「2012年7月までは、オーナーズデスクの対応だったが、サービス低下の為、今は満足していま
せん。」 

「ディーラーによっては、サービスレベルがかなり違う事。」 

「トヨタというメーカーに抵抗がなければ、決して買って損する事は無い。」 

「前期からは良くなったとはいえ、多少問題点が残る乗り心地。」 

「乗り心地ももう少しどっしり感がほしい。」 

「性能がほとんど変わらないのにブランドの費用として２００万円ほど車体価格が高くなってる
と感じること。」 

「良くも悪くもトヨタ車な所」 

 

 

 



LEXUSユーザーレビュー 

•  海外の声 

“Have had Mercedes S500. Cabin in LS much quieter and don't have to continually fix 

annoying (and expensive) problems.” 

“much cheaper to buy and maintain than Mercedes S class or BMW 7 Series.   

 ”The electronics are advanced, but easy to use. I call it, "my Sony on wheels".   

“I owned two Mercedes before switching to Lexus. All nice cars, but what I need most is a 

luxury car that never breaks, and the LS has come closest by far.  ” 

“This car has everything, drives great, and never lets me down the way past German cars 

have.”  

 ”I have ownd Infiniti Mercedes Acura and BMW. I have not owned an Audi yet however I am 

sure it would not ride as beautiful as this car.” 

“I have driven the Mercedes and BMW and they don't compare." 



日本におけるLEXUS 

• 「トヨタの高級車ブランド」としてこのブランドをスタートさせている 

• 品質での期待値が高い。一方トヨタカラーが出てしまっては顧客は
がっかりする。 

 

体験 

定番 

＋ 
驚き 

笑顔 

記憶 

←ここのハードルが高い。 

 品質では ＋αが必要である。 

 トヨタとは違う、と感じさせる必要。 



アメリカにおけるLEXUS 

• 日本は「日本の高級車」という位置づけである一方、アメリカのレビュー
では「日本の」というところはあまり意識されない。 

• レビューにToyotaという語がない 

• 25年の歴史があり、「何台も乗り継いでいる」という人が多数いる 

 

 

 

 

体験 

定番 

＋ 

驚き 

笑顔 

記憶 ここにLexusの口座がある→ ←Lexusの定番がある 



LEXUSの今後 

• 定番＝芯の確立を模索し続ける 

• みんなの心をわくわくさせる歴史 

• モータースポーツなど？（ただしルマンはトヨタの名前
でやっている…） 

• トヨタなのか、Lexusなのか 

• Lexusとして独立する道を選ぶならば、まずは人材から
Lexus独自にするべき。 

• トヨタのLexusとして生きる道もあるのでは？そうすれば
トヨタの定番＋Lexusの驚き、というサイクルがありえる 
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