トヨタ カローラ グレード別主な標準装備比較表

タイヤ & ホイール

エクステリア

シート

メーター

インテリア

・センターコンソールボックス
（リヤボックス・
スライドアームレスト機能付 /
ベージュステッチ付合成皮革巻き）

・オート電動格納式
リモコンカラード
ドアミラー
（ヒーター付 /
ダークグレーメタリック塗装
ドアミラーバイザー）

・Bi-Beam LED
ヘッドランプ＋
LEDターンランプ＋
LEDクリアランスランプ＆
LEDデイライト

HYBRID W B

■ターボガソリン車はスライドアーム
レストが非装着となります。

W B
・215/45R17 タイヤ &
17 7½J アルミホイール
（ダークグレーメタリック塗装 /
センターオーナメント付）

・フロントロアグリル
（フレーム部：
メッキ＋ブラック艶有り塗装、
メッシュ部：
ブラック艶有り塗装）

・LED フロント
フォグランプ
（メッキベゼル付）

・リヤスポイラー
（ダークメタリック塗装）
& リヤバンパー

・スポーティシート
［合成皮革 + レザテック］
■写真はシート色ブラック。

■ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ〈3T3〉はメーカーオプション。

・3 灯式 LED
ヘッドランプ＋
LED ターンランプ＋
LED クリアランスランプ

・オプティトロンメーター
＋ 7.0 インチ TFT カラーマルチ
インフォメーションディスプレイ
（スピードメーター表示）
・メータークラスター
（スモークシルバーメタリック塗装）
■写真は HYBRID W B（2WD）
。

・本革巻き 3 本スポーク
ステアリングホイール
（スモークシルバーメタリック塗装 /
ベージュステッチ付）

・合成皮革巻きインストルメントパネル
（ソフトタイプ / ベージュステッチ付［アッパー部＋パッド部］）
・インパネオーナメント
（スモークシルバーメタリック塗装 + ピアノブラック加飾）
・センタークラスター（スモークシルバーメタリック塗装）
・レジスターノブ（サテンメッキ加飾）
・ 7インチディスプレイオーディオ

・本革巻きシフトノブ（サテンメッキ加飾付）
・シフトベゼル
（スモークシルバーメタリック塗装＋ピアノブラック加飾）
・シフトレバーブーツ（ベージュステッチ付）
・電動パーキングスイッチベース（サテンメッキ加飾）

・合成皮革巻きドアトリムショルダー
（ソフトタイプ / ベージュステッチ付）
・インサイドドアハンドル（シルバー塗装）
・ドアトリムガーニッシュ
（スモークシルバーメタリック塗装＋ピアノブラック加飾）
・合成皮革巻きドアアームレスト表皮
（ソフトタイプ / ベージュステッチ付）
・ドアミラー＆パワーウインドゥスイッチベース
（サテンメッキ加飾＋ピアノブラック加飾）

S
・フロントロアグリル
（フレーム部：
グレーメタリック塗装＋ブラック、
メッシュ部：ブラック）

・充電用 USB 端子（3 個）

・Toyota Safety Sense
・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）］
（除く W B［ターボガソリン車］）
・バックガイドモニター
・センターコンソールボックス
（リヤボックス・
スライドアームレスト機能付 /
ファブリック巻き）

・オート電動格納式
リモコンカラード
ドアミラー
（ヒーター付）

HYBRID S

・205/55R16 タイヤ &
16 7J アルミホイール
（センターオーナメント付）

安全

・リヤバンパー

・ノーマルシート
（上級）［ファブリック］

・アナログメーター（シルバー加飾メーターリング）
＋ 4.2 インチ TFT カラーマルチ
インフォメーションディスプレイ
・メータークラスター（シルバー塗装）

・本革巻き 3 本スポーク
ステアリングホイール
（シルバー塗装 / ブラック
ステッチ付）

・合成皮革巻きインストルメントパネル
（ソフトタイプ / グレーステッチ付［パッド部］
）
・インパネオーナメント
（シルバー塗装 + ピアノブラック加飾）
・センタークラスター（シルバー塗装）
・レジスターノブ（サテンメッキ加飾）
・ 7インチディスプレイオーディオ

・本革巻きシフトノブ（サテンメッキ加飾付）
・シフトベゼル
（シルバー塗装＋ピアノブラック加飾）
・シフトレバーブーツ（ブラックステッチ付）
・電動パーキングスイッチベース（サテンメッキ加飾）

・合成皮革巻きドアトリムショルダー
（ソフトタイプ / グレーステッチ付）
・インサイドドアハンドル（シルバー塗装）
・ドアトリムガーニッシュ
（シルバー塗装）
・ファブリックドアアームレスト表皮
・ドアミラー＆パワーウインドゥスイッチベース
（サテンメッキ加飾＋ピアノブラック加飾）

・充電用 USB 端子
（HYBRID S は 3 個、S は 1 個）

■写真はHYBRID S
（2WD）
。

・3 灯式 LED
ヘッドランプ＋
LED ターンランプ＋
LED クリアランスランプ

・センターコンソールボックス
（リヤボックス付 /
ファブリック巻き）

・電動格納式
リモコンカラード
ドアミラー

■写真は G-X。

HYBRID G-X
G-X
・195/65R15 タイヤ＆
15 6J スチールホイール
（樹脂フルキャップ付）

・フロントロアグリル
（フレーム部：
ブラック＋ブラック、
メッシュ部：ブラック）

・リヤバンパー

・ノーマルシート
［ファブリック］

・アナログメーター（ブラックメーター
リング）
＋4.2インチTFT カラーマルチ
インフォメーションディスプレイ
・メータークラスター
（ブラック）

・ウレタン 3 本スポーク
ステアリングホイール
（ブラック）

・合成皮革巻きインストルメントパネル（ソフトタイプ）
・インパネオーナメント（シルバー塗装 + ブラック）
・センタークラスター（ブラック）
・レジスターノブ（ブラック）
・ 7インチディスプレイオーディオ

・ウレタンシフトノブ
・シフトベゼル
（シルバー塗装＋ブラック）
・シフトレバーブーツ（ブラックステッチ付）
■写真は G-X。HYBRID G-X は
電動パーキングブレーキとなります。

・ドアトリムショルダー
・インサイドドアハンドル（ブラック）
・ドアトリムガーニッシュ（ブラック）
・ファブリックドアアームレスト表皮
・ドアミラー＆パワーウインドゥスイッチベース
（ブラック）

・Toyota Safety Sense

・充電用 USB 端子
（HYBRID G-X は 3 個、
G-X は 1 個）

■写真は G-X。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳しい設定は主要装備一覧表をご覧ください。

