トヨタ カムリ 主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション
（ご注文時に申し受けます）
“レザーパッケージ”

WS

販売店装着オプション
G

“レザーパッケージ”

X
衝突安全

50,760円
（消費税抜き47,000円）

215/55R17タイヤ＆17×7½Jアルミホイール
（シルバー塗装/センターオーナメント付）
足回り

205/65R16タイヤ＆16×6½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ［シルバー塗装＋ダークグレー塗装］付）
＊1＊2

タイヤパンク応急修理キット

＊1

タイヤ空気圧警報システム
（TPWS）

＊2

10,800円
（消費税抜き10,000円）

10,800円
（消費税抜き10,000円）＊3

ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション

スポーツ仕様

■操作性
3本スポークステアリングホイール

電動パーキングブレーキ

ステアリング
スイッチ

パノラマムーンルーフ
（チルト＆スライド電動
［フロント側］/ワンタッチ式/挟み込み防止機能付）

マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーダー
クルーズコントロール・レーンディパーチャーアラート

＊11

＊11

ハンズフリー・音声認識

＊13

＊13

スマートエントリー
（運転席・助手席・トランク/アンサー
バック機能付）
&スタートシステム
（スマートキー 2個）

140,400円
（消費税抜き130,000円）
＊4

オプティトロン2眼メーター
（メーター照度コントロール付）

フロントロアグリル

スポーツ仕様

サイドマッドガード

スポーツ仕様

リヤバンパー

スポーツ仕様

リヤスポイラー

カラード＊5
メッキ

メッキ＊5

ピラーガーニッシュ
（フロント・センター）

メッキ
ピアノブラック

マフラーカッター
（左側）

マルチインフォメーションディスプレイ
（7.0インチTFTカラー /メーター照度コントロール付）
ハイブリッドシステムインジケーター

ブラック

2本出し

全車標準装備 ●スタビライザー
（フロント・リヤ） ●ばね上制振制御 ●ECB
［電子制御ブレーキシステム］ ●フードサイレンサー ●エンジンアンダーカバー＆プロテクター
●フロアアンダーカバー ●ダッシュサイレンサー
（室内・エンジンルーム） ●グリルシャッター ●エアスパッツ
（フロント・リヤ） ●カラードバックドアガーニッシュ

全車標準装備 ●本革巻きシフトノブ ●シフトレバーブーツ
（ステッチ付） ●電動パワーステアリング
（車速感応型） ●チルト＆テレスコピックステアリング ●パワー
ウインドゥ
（フロント・リヤドアワンタッチ式/キー OFF後作動機能・挟み込み防止機能付） ●車速感応オート･電気式ドアロック
（運転席ドアキー連動／キー閉じ込み
防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付） ●シフトポジションインジケーター ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯
（点滅式）＋リマインダー
（警告音）
●ブレーキウォーニング ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング
（ブザー＆アンロック機構） ●半ドアウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し
忘れウォーニング ●ラゲージオープナー
（電気式） ●フューエルリッドオープナー
（電気式） ●デジタルクロック など
■内装
シート表皮

■安全装備
Bi-Beam LEDヘッドランプ
（オートレベリング機能付）
＋LEDクリアランスランプ＋LEDデイライト
シート

LEDフロントフォグランプ
LEDタイプ
（テール・ストップ・バックアップ・ターン・
サイドマーカーランプ）

本革（デザインパー
フォレーション付）＊16

合成皮革
×ファブリック

本革（パーフォ
レーション付）＊16

ファブリック

パワー

マニュアル

パワー

マニュアル

運転席8ウェイパワー（ 前 後スライド＋リクライ
ニング＋シート上下＋チルトアジャスター）
フロントシート

視界

バルブタイプ
（LEDテール・ストップ・サイドマーカーランプ）

運転席6ウェイマニュアル
（前後スライド＋リクライニング＋シート上下）
助手席4ウェイ
（前後スライド＋リクライニング）
電動ランバーサポート
（運転席）

LEDハイマウントストップランプ

12灯

LEDリヤフォグランプ
（リヤコンビネーションランプ内蔵・右側のみ）
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー
(メッキ加飾・ヒーター付レインクリアリングミラー・運転席側ワイドビュー )

43,200円
（消費税抜き40,000円）＊15

43,200円
（消費税抜き40,000円）＊15

カラーヘッドアップディスプレイ

カラード

ドアウインドゥフレームモールディング

ブラックメタリック塗装

計器盤

金属調塗装

シートヒーター
（運転席・助手席）

8灯

6:4分割可倒式リヤシート
（両側可倒＆トランクスルー機能付）

＊6

カラード＊5

金属調パネル

カラード

テクスチャーメタル調
（インストルメントパネル）

タイガーアイ調
木目調パネル （インストルメントパネル・センターコンソール）

UVカット機能付ソフトプライバシーガラス
（リヤドア・バックウインドゥ）
UVカットグリーンガラス
（リヤドア・バックウインドゥ）

寄木調
（インストルメントパネル）
自動防眩付

インテリア

防眩インナーミラー

予防安全

Toyota Safety Sense
・プリクラッシュセーフティ
（歩行者［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）
・レーンディパーチャーアラート
（ステアリング制御付）
・オートマチックハイビーム
・レーダークルーズコントロール
（全車速追従機能付）
28,080円
（消費税抜き26,000円）

＊7

レジスターノブ（センター ･サイド）
・サイドレジスターモール・
メーターリング・インサイドドアハンドル・ドアトリム
フロントカップホルダーリング

ピアノブラック
センタークラスター・サイドレジスター
加飾
ソフトレザー

ファブリック

ドアアームレスト

ドアトリム

ソフトレザー
（ステッチ付）

TPO

コンソールボックス表皮

ソフトレザー
（ステッチ付）

塩ビ

ソフトレザー

ファブリック

（カップホルダー 2個付〈フタ付〉）
リヤセンターアームレスト
空調

54,000円
54,000円
64,800円
64,800円
（消費税抜き50,000円）＊9
（消費税抜き50,000円）＊9
（消費税抜き60,000円）
（消費税抜き60,000円）
64,800円
64,800円
＊8
＊8
（消費税抜き60,000円）＊9
（消費税抜き60,000円）＊9

サテンメッキ
加飾

オーバーヘッドコンソール

左右独立温度コントロールフルオートエアコン
（電動インバーターコンプレッサー・湿度センサー付・S-FLOW）

“レザーパッケージ”

＊4

イルミネー
テッド
エントリー
システム

WS

“レザーパッケージ”

G

X

助手席インストルメントパネルオーナメントイルミネー
ション、フロント足元、パワースイッチ、インサイドドア
ハンドル、
ルームランプ
フロント足元、
パワースイッチ、
インサイドドアハンドル、ルームランプ

全車標準装備 ●回転式アシストグリップ（フロント2個、
リヤ［コートフック付］2個） ●フットレスト
（運転席） ●クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
●ヒーターリヤダクト ●後席エアコン吹き出し口 ●サンバイザー
（運転席・助手席/バニティミラー・ランプ付） ●室内イルミネーション
（クリアブルー
［シフト照明・フロント
コンソールトレイ照明・リヤセンターアームレスト照明］） ●LEDルームランプ（フロントパーソナルランプ＋リヤパーソナルランプ） ●ダンパー付グローブボックス
（キー・LED照明付） ●ドアカーテシランプ（フロント） ●アルミ製ドアスカッフプレート
（フロント
［車名ロゴ入り］
･リヤ） ●コンソールトレイ ●フロントカップホルダー
（2個） ●コインホルダー ●カードホルダー＊17 ●フロントドアポケット
（ボトルホルダー
［1本］付） ●リヤドアポケット
（ボトルホルダー
［1本］付） ●シートバック
ポケット
（運転席・助手席） ●デッキトリム ●ラゲージルームランプ ●デッキフック ●「ナノイー」など
■エンターテイメント
＊7＊18
T-Connect SDナビゲーションシステム
【ナビ】
JBLプレミアム
高精細８型ワイドタッチディスプレイ、
サウンドシステム
T-Connect、
FM多重VICS
【オーディオ】
【オーディオ】
Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM（ワイドFM対応）、 8chオーディオアンプ、
サウンドライブラリー＊19、
USB/AUX
（音声＊20） 9スピーカー
入力端子、
ガラスアンテナ、
地上デジタルTV
【その他】
音声ガイダンス機能付カラーバックガイド 【オーディオ】
（ハンズフリー・ 6スピ−カー
モニター、
Bluetooth®対応
オーディオ）、Wi-Fi接続対応、音声認識
オーディオレス
（6スピーカー＋ガラスアンテナ/カバーレス）
＊21
トヨタ純正ナビ・オーディオ
オーディオレスカバー
＊17＊22
ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ナビ連動タイプ
＊17
ETC車載器
＊3＊24
アクセサリーコンセント
＊25
（AC100V・1500W/コンセント2/非常時給電システム付）
＊26
アクセサリーソケット
（DC12V・120W）

その他

EVドライブモードスイッチ

スポーツ仕様

エクステリア

スポーツ仕様

アウトサイドドアハンドル

＊14

ドライブモードセレクト
（エコモード/ノーマルモード/スポーツモード）

フロントアッパーグリル

車両接近通報装置

＊12

6速シーケンシャルシフトマチック

フロントバンパー

リヤクロストラフィックオートブレーキ
［パーキングサポートブレーキ
（後方接近車両）］

ウレタン＋
メッキ加飾

本革巻き＋ピアノブラック＋メッキ加飾

パドルシフト

ブレーキホールド

ブラインドスポットモニター
〈BSM〉

X

78,840円
（消費税抜き
73,000円）

ナビ・オーディオ

スポーツ仕様

インテリジェントクリアランスソナー
［パーキングサポートブレーキ
（静止物）］

G

SRSエアバッグ
（運転席・助手席）＋SRSニーエアバッグ
（運転席）＋
SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）＋
SRSカーテンシールドエアバッグ
（前後席）

操作系

メカニズム

マクファーソンストラット式フロントサスペンション

リヤコンビネー
ションランプ

“レザーパッケージ”

全 車 標 準 装 備 ●EBD
（電子制動力配分制御）
付ABS＆ブレーキアシスト ●S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム） ●ドライブスタートコントロール
●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス
（高遮音性ガラス・トップシェード付） ●UVカット
フロントドアグリーンガラス
（撥水機能付） ●コンライト（自動点灯＋消灯システム/ランプオートカットシステム） ●拡散式ウォッシャーノズル ●上下調整式
フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト
（中央席は固定式） ●アジャスタブルシートベルトアンカー（運転席・助手席） ●汎用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
（リヤ左右席）＊10 ●全席ELR付3点式シートベルト
（プリテンショナー＆フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席]）
●WILコンセプトシート
（むち打ち傷害軽減フロントシート） ●チャイルドプロテクター（リヤドア） ●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー
（ミスト機能付）
●リヤウインドゥデフォッガー
（タイマー付） など

235/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（切削光輝＋シルバー塗装/センターオーナメント付）

スペアタイヤ
（応急用 T155/70D17）

WS

照明

■外装
235/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント付）

“レザーパッケージ”

充電用USB端子
（2個/コンソールボックス後部）

＊25
＊27

おくだけ充電

＊28

413,640円
（消費税抜き
383,000円）
＊9＊11＊13

78,840円
（消費税抜き
73,000円）

334,800円
（消費税抜き
310,000円）
＊9＊11＊13

413,640円
（消費税抜き
383,000円）
＊9＊11＊13
334,800円
（消費税抜き
310,000円）
＊9＊11＊13

＊23

＊23

43,200円
（消費税抜き40,000円）

12,960円
（消費税抜き12,000円）

盗難防止システム（イモビライザーシステム＋オートアラーム）
［国土交通省認可品］
寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサーなど）
全車標準装備

＊6＊29

21,600円
（消費税抜き20,000円）

●工具
（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチなど）

タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、
デッキ
＊1. スペアタイヤを選択した場合、
アンダートレイの形状が変更となります。
スペアタイヤ
（応急用タイヤ）装着（走行）時は4輪
＊2. タイヤ空気圧警報システムは、
とも表示しません。
＊3. スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。
オーバーヘッドコンソールは非装着となります。
＊4. パノラマムーンルーフを選択した場合、
＊5. ボディカラーの2トーン選択時はブラックとなります。
＊6. 寒冷地仕様とLEDリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。
＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊8. ブラインドスポットモニターとリヤクロストラフィックオートブレーキはセットで
メーカーオプション。
ブラインド
＊9. メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム装着の場合、
スポットモニターとリヤクロストラフィックオートブレーキはセットでメーカーオプ
ションとなります。
メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム
非装着時は、
ブラインドスポットモニターの単独メーカーオプションとなります。
（新保安基準適合）のみ使用
＊10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
できます。
それ以外のチャイルドシートは、
シートベルトでの装着となります。
詳しくは
販売店におたずねください。
メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム
＊11. オーディオスイッチは、
または販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを選択した場合
に使用できます。
販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを
＊12. オーディオスイッチは、
選択した場合に使用できます。
＊13. メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムとステアリングスイッチ
（ハンズフリー・音声認識）
はセットでメーカーオプション。
＊14. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器
に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以
内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。
電波
発信を停止することもできますので、
販売店におたずねください。
＊15. メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム装着時のみ選択
できます。
シート背面の一部には人工皮革を使用しています。
＊16. シートサイド、
（ビルトイン）
ナビ連動タイプ、
ETC車載器
＊17. 販売店装着オプションのETC2.0ユニット
を選択した場合、
カードホルダーは装着されません。
なお、
別途セットアップ費用が

必要となります。
詳しくは販売店におたずねください。ETC
（ETC2.0）
ユニットは新
しいセキュリティ規格に対応しています。
メディアによっては再生できない場合があります。
またB-CASカードは、
＊18. ディスク、
あらかじめ受信機に装着されています。
＊19. SDカードが別途必要となります。
また、
一部ケーブルには対応できない
＊20. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。
ものがあります。
＊21. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは
販売店におたずねください。
（ビルトイン）
ナビ連動タイプは、今後新たに追加されるサービス
＊22. ETC2.0ユニット
およびシステム変更には対応できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
詳しくは販売店におたずねください。
（ビルトイン）
ナビ連動タイプは、
メーカーオプションのT-Connect
＊23. ETC2.0ユニット
SDナビゲーションシステムまたは販売店装着オプションのナビゲーション
（除くエン
トリーナビ）
を選択した場合のみ装着できます。
1500W以下の電気製品
＊24. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、
でも正常に作動しない場合があります。
詳しくは販売店におたずねください。
充電用USB端子は非装着となります。
＊25. アクセサリーコンセントを選択した場合、
ただし、
120W以下の電気製品でも正常
＊26. 120W以下の電気製品をご使用ください。
に作動しない場合があります。
詳しくは販売店におたずねください。
（消費電力10.5W）
の電源としてご使用ください。
＊27. DC5V/2.1A
ワイヤレス充電の規格Qi（チー）に対応した一部の機器、もしくはQiに
＊28. ご利用は、
対応したアクセサリーを装着した機器などに限られます。対応の有無は各商品の
メーカーにお問い合わせください。
トレイ寸法
（タテ約106mm、
ヨコ約163mm）
を超えるQi対応機器
（アクセサリー類を含む）
は、
トレイに置くことができないため、
充電はできません。機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい
項目があります。ご使用になる前に必ず取扱書をご覧ください。植込み型心臓
ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、
おくだけ充電のご使用
にあたっては医師とよくご相談ください。
充電動作が医療用電気機器に影響を与える
おそれがあります。
充電機能を停止することもできますので詳しくは販売店におた
ずねください。
寒冷地での使用を考慮して、
主にワイパー等の信頼性・耐久性の
＊29. 寒冷地仕様では、
向上を図っています。
なお、
北海道地区には寒冷地仕様が全車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するため、
ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■“レザーパッケージ”はグレード名称では
ありません。 ■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税8％込み）
’
18年8月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずね
ください。 ■「nanoe」、
「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■“Blu-ray Disc TM
（ブルーレイディスク）”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 ■「おくだけ充電」、
「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。

