
トヨタ カローラ スポーツ 主要装備一覧表

1.8L ハイブリッド車　2WD 1.2L ターボガソリン車　2WD（CVT,6MT）/4WD

“Z” HYBRID G “X” “Z” G “X”

外装

足
回
り
・メ
カ
ニ
ズ
ム

225/40R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装/センターオーナメント付）

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）

78,100円
（消費税抜き

71,000円）

78,100円
（消費税抜き

71,000円）
195/65R15タイヤ＆15×6½Jスチールホイール
（樹脂フルキャップ付）
スペアタイヤ（応急用 T125/70D17） 11,000円（消費税抜き10,000円）＊1＊2 11,000円（消費税抜き10,000円）＊1

タイヤパンク応急修理キット ＊1

マクファーソンストラット式フロントサスペンション
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション

AVS
110,000円
（消費税抜き
100,000円）＊3 

2WD
110,000円
（消費税抜き
100,000円）＊3 

アクティブトルクコントロール4WD 4WD

アイドリングストップ機能（Stop & Start System） CVT

電動パーキングブレーキ
ブレーキホールド
グリルシャッター　

外
装

フロントロアグリル
フレーム部 サテンクロムメッキ ガンメタリック艶有り塗装 ブラック ＊4 サテンクロムメッキ ガンメタリック艶有り塗装 ブラック ＊4

メッシュ部 ガンメタリック半艶塗装 ブラック ＊4 ガンメタリック半艶塗装 ブラック ＊4

フロントフォグランプベゼル ブラック艶有り塗装 ブラック ＊4 ブラック艶有り塗装 ブラック ＊4

ドアウインドゥフレームモールディング メッキ ブラック メッキ ブラック

センターピラーガーニッシュ ブラック
艶有り塗装 ブラック ブラック

艶有り塗装 ブラック

リヤバンパー クロムメッキ加飾 クロムメッキ加飾

全車標準装備 ●ばね上制振制御　●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　●スタビライザー（フロント・リヤ）　●エアスパッツ（フロント・リヤ）　
●グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル　●リヤスポイラー　など

安全装備

視
界

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
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
LEDフロントフォグランプ
LEDリヤコンビネーションランプ
LEDリヤフォグランプ ＊5 11,000円（消費税抜き10,000円）

サイドターンランプ付
カラードドアミラー
（ヒーター付）

電動格納式リモコン

オート電動格納式リモコン 5,500円（消費税
抜き5,000円）

5,500円（消費税
抜き5,000円）

オート電動格納式リモコン
（ブラインドスポットモニター付） ＊6 ＊7

CVT ＊6
6MT ＊8

CVT ＊7
6MT ＊9

ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス）
UVカットフロントドアガラス（撥水機能付）
プライバシーガラス（リヤドア・バックドア）

ウォッシャー連動
間欠ワイパー

フロント 時間調整式 時間調整式
リヤ

防眩インナーミラー 自動防眩付 自動防眩付
衝
突
安
全

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）

1.8L ハイブリッド車　2WD 1.2L ターボガソリン車　2WD（CVT,6MT）/4WD

“Z” HYBRID G “X” “Z” G “X”

安全装備

予
防
安
全

Toyota
Safety
Sense

プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［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）
レーントレーシングアシスト［LTA］ CVT

レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御機能付）［LDA］ 6MT＊10

レーダークルーズコントロール 全車速追従機能付 CVT　全車速追従機能付
６MT　ブレーキ制御付

オートマチックハイビーム［AHB］
ロードサインアシスト［RSA］

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）］ ＊11

28,600円　　            　　　　　　
（消費税抜き
26,000円）＊4

CVT
CVT 28,600円　　　　　　      
（消費税抜き
26,000円）＊4

ブラインドスポットモニター［BSM］ ＋ 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）］

66,000円
（消費税抜き60,000円）＊6

127,600円
（消費税抜き

116,000円）＊4＊7

CVT 66,000円
（消費税抜き60,000円）＊6

CVT 127,600円
（消費税抜き

116,000円）＊4＊7

ブラインドスポットモニター［BSM］＋
リヤクロストラフィックアラート［RCTA］

6MT  66,000円
（消費税抜き60,000円）＊8

6MT  114,400円　　　　　　　　　
（消費税抜き

104,000円）＊4＊9

クリアランスソナー&バックソナー ＊11 6MT
6MT  15,400円　　　　　　　　
（消費税抜き
14,000円）＊4

車両接近通報装置
ドライブスタートコントロール CVT

全車標準装備

●先行車発進告知機能［TMN］　●ヘッドランプレベリング（マニュアル）　●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）　●タイマー付リヤウインドゥデフォッ
ガー　●リフレックスリフレクター　●LEDハイマウントストップランプ（スポイラー内蔵）　●緊急ブレーキシグナル（ハザードランプ点滅）　●EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレー
キアシスト　●S-VSC & ACA & TRC　●ヒルスタートアシストコントロール　●上下調整式ヘッドレスト（全席）　●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）＊12　●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]）　●全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）　●歩行者傷害軽減ボディ　●全方位コンパティビリティボディ構造　など

操作性

操
作
系

3本スポーク
ステアリングホイール

本革巻き
28,600円

（消費税抜き
26,000円）＊13

CVT 39,600円
（消費税抜き36,000円）
6MT 28,600円
（消費税抜き26,000円）＊13

ウレタン
ステアリングヒーター ＊14 ＊13 ＊14 ＊13

ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ＊15・レーダー
クルーズコントロール・レーントレーシングアシスト＊10・ハンズフリー・音声認識）
iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）　 6MT

クラッチペダル 6MT

10速スポーツシーケンシャルシフトマチック CVT

パドルシフト CVT CVT ＊13

本革巻きシフトノブ ＊13 ＊13

ドライブモード
セレクト

5段階［ECO/COMFORT/NORMAL/
SPORT S/SPORT S＋］ ＊3 2WD ＊3

3段階［ECO/NORMAL/SPORT］
EVドライブモードスイッチ 

計
器
盤

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（スピードメーター表示）
4.2インチTFTカラー

オプティトロンメーター
アナログメーター
エコドライブインジケーター CVT

ハイブリッドシステムインジケーター
シフトポジションインジケーター CVT

カラーヘッドアップディスプレイ 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

全車標準装備
●電動パワーステアリング　●チルト＆テレスコピックステアリング　●スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/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）＊16　●メーター照度コントロール　●タコメーター　●ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動）　●パワーウインドゥ（フロント・リヤドアワンタッチ式/挟み込
み防止機能付）　●ブレーキオイル残量ウォーニング　●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）　●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　●バックドアオープナー（電気式）　●フューエルリッドオープナー　●デジタルクロック（マルチインフォメーションディスプレイ表示）　など

 標準装備　  メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　  オプションサービス　  販売店装着オプション

1.8L ハイブリッド車　2WD 1.2L ターボガソリン車　2WD（CVT,6MT）/4WD

“Z” HYBRID G “X” “Z” G “X”

内装

シ
ー
ト　

シート表皮

本革＋ウルトラスエード ®

（サテンメッキ加飾付）
ブラック 162,250円

（消費税抜き
147,500円）＊17

162,250円
（消費税抜き
147,500円）＊17センシャルレッド

本革＋メランジ調ファブリック
（サドルタン）

143,000円
（消費税抜き

130,000円）＊18

143,000円
（消費税抜き

130,000円）＊18

ファブリック
（ブラック/エンボス）

マットブラック加飾
＋レッドステッチ付

マットブラック加飾
＋レッドステッチ付

フロントシート

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＋
シート上下アジャスター）

スポーツ スポーティ スポーツ スポーティ

助手席4ウェイマニュアル
（前後スライド＋リクライニング） スポーツ スポーティ スポーツ スポーティ

電動ランバーサポート（運転席） ＊17 ＊17

シートヒーター（運転席・助手席） ＊18
16,500円（消費
税抜き15,000円） ＊18

16,500円（消費
税抜き15,000円）

シートバックポケット
運転席 ＊17 ＊18 ＊17 ＊18

助手席
6:4分割可倒式リヤシート

イ
ン
テ
リ
ア

合成皮革巻き
インストルメント
パネル

ステッチ付
アッパー部 ＊18 ＊18

パッド部

シルバー塗装
ステアリング
インサイドドアハンドル・シフトノブベゼル
ドアトリムガーニッシュ

サテンメッキ
加飾

シフトベゼル・センタークラスター・
サイドレジスター・空調スイッチ
オーディオ・メータークラスター・
ドアミラースイッチ・パワーウインドゥスイッチ

ピアノブラック
加飾

シフトベゼル＊19・ヒーターコントロールパネル
ドアトリムガーニッシュ

フロントドアトリムショルダー（ソフトタイプ/ステッチ付）
ドアアームレスト表皮 ステッチ付合成皮革巻き ファブリック ステッチ付合成皮革巻き ファブリック
フロントコンソールトレイ ＊20 ＊21 ＊21

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

ファブリック/
スライドアーム
レスト機能付

ステッチ付合成皮革巻き/
スライドアームレスト機能付（CVT）

ファブリック/
スライドアーム

レスト機能付（CVT）
リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）

空
調

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

オートエアコン（シングルモード）
S-FLOW /

電動インバーター
コンプレッサー付

照
明

イルミネーテッド
エントリー
システム

ルームランプ・フロントパーソナルランプ

フロントドアトリム・フロントコンソール
トレイ・フロントカップホルダー

11,000円
（消費税抜き10,000円）

11,000円
（消費税抜き10,000円）

ラ
ゲ
ー
ジ

4：2：4分割アジャスタブルデッキボード ＊22 ＊1 ＊23 2WD 8,800円（消費税抜き8,000円）＊1

デッキボード ＊1 

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）　●サンバイザー
（運転席・助手席/バニティミラー・ランプ付）　●グローブボックス　●ドアスカッフプレート　●フロントカップホルダー（2個）　●ドアポケット（ボトルホルダー
［1本］付＜フロント・リヤ＞）　●エコ空調モードスイッチ　●ラゲージルームランプ　●パッケージトレイトリム　●デッキフック　など

1.8L ハイブリッド車　2WD 1.2L ターボガソリン車　2WD（CVT,6MT）/4WD

“Z” HYBRID G “X” “Z” G “X”

その他

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

ディスプレイオーディオ＊24
【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー（ワイド
FM対応）、Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）、
USB入力（動画・音楽再生/給電）＊25、MiracastTM対応
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLink）対応
【T-Connect】ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ

9インチ
ディスプレイ、
6スピーカー

28,600円
（消費税抜き26,000円）

28,600円
（消費税抜き26,000円）

7インチ
ディスプレイ、
4スピーカー

DCM（専用通信機）

TV＋Apple CarPlay＋Android AutoTM ＊26 ※Apple CarPlay、Android AutoTMは2020年6月以降順次、標準化予定。

T-Connectナビキット ＊27

エントリーナビキット ＊27

バックガイドモニター
27,500円

 （消費税抜き25,000円） 
＊7

27,500円
 （消費税抜き25,000円）
CVT＊7  6MT＊9

ETC2.0ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付） ＊28

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊28

CD・DVDデッキ ＊20
＊29

そ
の
他

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/コンセント2個
［センターコンソール後側・ラゲージ］/非常時給電システム付） ＊30

52,800円（消費税抜き
48,000円）＊22 

52,800円
（消費税抜き48,000円） ＊2＊23 

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊31

充電用USB端子（1個/センターコンソールボックス内側） ＊32

おくだけ充電 ＊29
＊33

13,200円
（消費税抜き12,000円）

13,200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）
［国土交通省認可品］ オートアラーム付

寒冷地仕様
（ウインドシールドデアイサー・PTCヒーター＊34など）

＊5
＊35

27,500円
（消費税抜き25,000円）

＊14

16,500円
（消費税抜き15,000円）

＊13

CVT　27,500円（消費税抜き25,000円）
6MT　30,800円（消費税抜き28,000円）

＊14

CVT 16,500円（消費税
抜き15,000円）

6MT 19,800円（消費税
抜き18,000円） ＊13

全車標準装備　 ●シャークフィンアンテナ　●工具（ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチなど）

■「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。　■“Z” “X”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10％込み）’20年6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。　■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。　
■「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。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。　■Wi-Fi®、Miracast™は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　
■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの商標、または登録商標です。　■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。　■Android Auto™は、Google LLCの商標です。　

＊1.	スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、４：２：４分割
アジャスタブルデッキボードは選択できません。また、デッキボードは高床タイプとなります。

＊2.	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。
＊3.	AVSとドライブモードセレクト（5段階）はセットでメーカーオプション。
＊4.	インテリジェントクリアランスソナーまたはクリアランスソナー&バックソナーを装着した

場合、フロントロアグリルのフレーム部はガンメタリック艶有り塗装、メッシュ部はガンメ
タリック半艶塗装、フロントフォグランプベゼルはブラック艶有り塗装となります。ただ
し、販売店装着オプションLEDランプを装着した場合フロントフォグランプベゼルは
ブラック塗装となります。

＊5.	LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様選択時、装着可能です。また、運転席側のバック
アップランプが非装着となります。

＊6.	オート電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）とブライン
ドスポットモニター＋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。

＊7.	オート電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）、インテリジ
ェントクリアランスソナー、ブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィックオートブレー
キ、バックガイドモニターはセットでメーカーオプション。なお、インテリジェントクリアランスソ
ナー＜28,600円 （消費税抜き26,000円）＞、バックガイドモニター＜27,500円 （消費税抜
き25,000円）＞、オート電動格納式リモコンドアミラー＜5,500円（消費税抜き5,000円）＞は
それぞれ単独で選択することも可能です。また、リヤクロストラフィックオートブレーキのレー
ダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターと合わせてご使用ください。

＊8.	オート電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）とブライ
ンドスポットモニター＋リヤクロストラフィックアラートはセットでメーカーオプション。

＊9.	オート電動格納式リモコンドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）、ク
リアランスソナー&バックソナー、ブラインドスポットモニター＋リヤクロストラフィッ
クアラート、バックガイドモニターはセットでメーカーオプション。なお、クリアランスソ
ナー&バックソナー＜15,400円 （消費税抜き14,000円）＞、バックガイドモニター
＜27,500円 （消費税抜き25,000円）＞、オート電動格納式リモコンドアミラー
＜5,500円（消費税抜き5,000円）＞はそれぞれ単独で選択することも可能です。

＊10.	レーントレーシングアシストスイッチはレーンディパーチャーアラートスイッチとなります。
＊11.	字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊12.	チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用でき

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。

＊13.	本革巻き3本スポークステアリングホイール、ステアリングヒーター、本革巻きシフト
ノブは寒冷地仕様選択時、セットでメーカーオプション装着可能です。また、ターボガ
ソリン車（CVT）にはパドルシフトが装着されます。

＊14.	ステアリングヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。
＊15.	オーディオ操作スイッチは、音量、モード選択、選曲・選局となります。
＊16.	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、販売店にご相談ください。

＊17.	シート表皮の本革＋ウルトラスエード®、電動ランバーサポート、運転席シートバックポケ
ットはセットでメーカーオプション。

＊18.	シート表皮の本革+メランジ調ファブリック、シートヒーター、運転席シートバックポケット、イン
ストルメントパネルのアッパー部ステッチはセットでメーカーオプション。なお、シートヒーター
＜16,500円（消費税抜き15,000円）＞は単独で選択することも可能です。

＊19.	G“X”（6MT）のシフトベゼル後部はブラックとなります。
＊20.	CD・DVDデッキを選択した場合、フロントコンソールトレイは非装着となります。ディスクの録音、録

画状態によっては再生できない場合があります。安全のため、走行中一部操作・表示できない機能
があります。また、DVD再生は安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。

＊21.	おくだけ充電を選択した場合、フロントコンソールトレイ内に充電エリアが設置されます。
＊22.	４：2：4分割アジャスタブルデッキボードとアクセサリーコンセントはセットでメーカーオ

プション。なお、４：2：4分割アジャスタブルデッキボード＜8,800円（消費税抜き8,000
円）＞は単独で選択することも可能です。

＊23.	4：2：2分割可倒式リヤシートアジャスタブルデッキボードとアクセサリーコンセントはセットでメ
ーカーオプション。

＊24.	CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。販売店装
着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。

＊25.	スマートフォンやタブレットなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル（または市販のケーブ
ル）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ものがあります。

＊26.	ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き
続きご利用いただけます。

＊27.	T-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用に
は、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは
販売店におたずねください。

＊28.	T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホル
ダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器および
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。

＊29.	CD・DVDデッキとおくだけ充電は同時選択できません。
＊30.	合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも

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。
＊31.	120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に

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。
＊32.	DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
＊33.	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。

＊34.	PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient
＊35.	寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。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。


