トヨタ カローラ ツーリング “ACTIVE RIDE” 主要装備一覧表
特別装備

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

2.0L ガソリン車
2WD（CVT）

2.0L ガソリン車
2WD（CVT）

“ACTIVE RIDE”

スペアタイヤ
（応急用 T125/70D17）
＊1 ＊2

“ACTIVE RIDE”
シート表皮（ファブリック）

215/45R17タイヤ＆17×7½Jアルミホイール
（ブラック塗装/センターオーナメント付）
11,000 円
（消費税抜き 10,000 円）

マクファーソンストラット式フロントサスペンション

専用チューニング

外 ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション
装 ばね上制振制御
・
メ
（ダークグレーメタリック塗装）
カ ルーフレール
ニ システムラック・ベースラック（ルーフオンタイプ）/サイクルアタッチメント
ズ
ム
フレーム部（メッキ＋ブラック艶有り塗装）
フロント
ロアグリル
メッシュ部（ブラック艶有り塗装）

フロントシート
（サテンメッキ
加飾付）

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）
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）

シートヒーター（運転席・助手席）
6:4分割ワンタッチ格納リヤシート
“ACTIVE RIDE”専用ロゴ
（レーザー刻印）
合成皮革巻きインストルメントパネル
（ソフトタイプ）
オレンジステッチ
（インストルメントパネル［アッパー部＋パッド部］/センター
コンソール/シフトレバーブーツ/本革巻き3本スポークステア
リングホイール/ドアトリムショルダー/ドアアームレスト表皮
/シート表皮/センターコンソールボックス）

フロントバンパー（2トーン）
＊3
ロッカーモール
（2トーン/専用ロゴ）
＊3

内
装 フロントコンソールトレイ＊8

リヤバンパー（2トーン/バンパーロア
［メッキ加飾］）
＊3
エンブレム

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

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

リヤセンターアームレスト
（カップホルダー2個付）

LEDフロントフォグランプ
（メッキベゼル付）

オートエアコン
（シングルモード）

LEDリヤコンビネーションランプ

エアクリーンモニター

LEDリヤフォグランプ
（右側のみ）
＊4

11,000 円
（消費税抜き 10,000 円）

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
（ヒーター・ブラインドスポットモニター付）
ウォッシャー連動間欠ワイパー
安
全
Toyota
Safety
Sense

ブラックマイカ

オリジナルコースター（車両インパネ表皮を使用）

トノカバー

レーントレーシングアシスト
［LTA］
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）
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）］
＊5
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）］

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＊6・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・ハンズフリー・音声認識）
スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサー
（スマートキー 2個）
＋
操 バック機能付）&スタートシステム
作 キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）
＊7
性
10速スポーツシーケンシャルシフトマチック
本革巻きシフトノブ
パドルシフト
オプティトロン3眼メーター＋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）
カラーヘッドアップディスプレイ

シルバー加飾

スポーツ

＊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
ます。 ＊2. スペアタイヤを選択した場合、
リバーシブルデッキボードは一段式と
なります。 ＊3. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、アーバンカーキ
〈6X3〉、
ブラックマイカ
〈209〉
×アーバンカーキ
〈6X3〉
［2VN］
のボディカラーを
ディスプレイオーディオ＊9
選択した場合はブラックマイカ〈209〉
となり、
ブラックマイカ〈209〉のボディ
【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー（ワイド
カラーを選択した場合はシルバーメタリック
〈1F7〉
となります。 ＊4. 寒冷地
®
仕様を選択した場合にのみ装着できます。 ＊5. 字光式ナンバープレートは同時
FM対応）、Bluetooth 対応（ハンズフリー/オーディオ）、
9インチディスプレイ
装着できません。 ＊6. オーディオ操作スイッチは、音量、
モード選択、選曲・選局
USB入力
（動画・音楽再生/給電）
＊10、Miracast®対応
（6スピーカー）
となります。 ＊7. 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
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLinkTM）、
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
Apple CarPlay、Android AutoTM対応
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
【T-Connect】
ヘルプネット、eケア、
マイカーサーチ
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
DCM（専用通信機）
ください。 ＊8. おくだけ充電装着時には、
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。 ＊9. CD・DVDデッキは搭載されていません。
また、
ナビ
TV
（フルセグ）
ゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能をご利用の際は、販売店装着
T-Connectナビキット/エントリーナビキット＊11
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。 ＊10. 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
CD・DVDデッキ＊12
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
バックガイドモニター
は対応できないものがあります。 ＊11. 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
ETC2.0ユニット
（ビルトイン）
ナビキット連動タイプ
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
（光ビーコン機能付）
＊13
販売店におたずねください。 ＊12. 販売店装着オプションのCD・DVDデッキ
を選択した場合、
おくだけ充電は使用できなくなります。 ＊13. T-Connectナビ
ETC車載器
（ビルトイン）
ナビキット連動タイプ＊13
キットまたはエントリーナビキットを選択した場合にのみ装着できます。
カード
アクセサリーソケット
（DC12V・120W）
＊14
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。
ETC2.0ユニットおよびETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。
充電用USB端子＊15
3個
＊14. 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。
＊15. DC5V/2.1A
（消費電力10.5W）
の電源としてご使用ください。 ＊16. 植込み
おくだけ充電＊8 ＊12 ＊16
−13,200
円
そ
非装着
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
（消費税抜き −12,000 円）
の
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
他
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
盗難防止システム
（イモビライザーシステム）
販売店におたずねください。 ＊17. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮
［国土交通省認可品］
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。 ＊18. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート
寒冷地仕様
29,700 円
シートベルト
（ウインドシールドデアイサー・リヤヒーターダクトなど）
＊17 （消費税抜き 27,000 円） （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、
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。

フロアマット
（特別仕様車用）

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）

本革巻き3本スポークステアリングホイール

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
［LED］
・フロント
コンソールトレイ・フロントカップホルダーランプ
［LED］）
リバーシブルデッキボード
（二段式＊2）

フロント
（時間調整式）
リヤ

ステアリングヒーター

「ナノイー X」

ブラック

【その他の標準装備】●タイヤパンク応急修理キット＊1 ●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） ●電動パーキングブレーキ
●ブレーキホールド ●グリップ式カラードアウトサイドドアハンドル ●ドア
ウインドゥフレームモールディング（ブラック） ●リヤスポイラー ●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） ●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） ●UVカット
機能付プライバシーガラス
（リヤドア・リヤクォーター・バックドア） ●防眩イン
ナーミラー ●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 ●ドライブスタートコントロール
●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） ●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）
＊18 ●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 ●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 ●シフトポジションインジケーター
●ドライブモードセレクト
（プッシュ式2モード
［NORMAL/SPORT］） ●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
（フロント・リヤドアワンタッチ式/挟み
（バックドア連動） ●パワーウインドゥ
込み防止機能付/全ドア照明付） ●エコドライブインジケーター ●ブレーキ
オイル残量ウォーニング ●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 ●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
（ディスプレイオーディオ＋マルチインフォメーション
ディスプレイ表示） ●インパネオーナメント
（ピアノブラック加飾） ●シフト
ベゼル（ピアノブラック加飾） ●ドアトリムショルダー（合成皮革巻き・ソフト
タイプ） ●ドアアームレスト表皮（合成皮革巻き・ソフトタイプ） ●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
（ピアノブラック加飾）
●助手席シートバックポケット ●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
付） ●グローブボックス ●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 ●デッキフック ●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） など

