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力強く俊敏な加速と燃費向上を両立。
2.0Lダイナミックフォースエンジン

胸のすく動力性能と、優れた低燃費をもたらす2.0L直列4気筒エンジンを搭載。マルチ

ホールの直噴インジェクタやロングストローク化などにより、燃焼を高速化。さらに、

吸気バルブの開閉タイミングを最適制御するVVT-iE＊2を採用し、レスポンスを向上させて

います。また排気・冷却・機械作動時などのエネルギーロスも低減し、最大熱効率は40％

に到達。全域でのトルクアップと燃費向上を高次元で両立させました。

発進時・高速走行時に、気持ちよく加速する。
 Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機＋パドルシフト付10速スポーツシーケンシャルシフトマチック）

従来のCVTに発進用ギヤを追加し、発進から高速域まで力強くダイレクトな走りと低燃費

を実現。さらにSPORTモードの設定により、スポーティな走りを楽しむことができます。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。　
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を
受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 

国内カローラシリーズ初搭載＊1

市街地モード ： 12.2km/L 
郊外モード　 ： 16.8km/L
高速道路モード： 19.4km/L 

燃料消費率（国土交通省審査値）

＊1. 2020年5月現在。



215/45R17 タイヤ &17 × 7 ½ J 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）

ルーフレール（シルバーメタリック塗装） サイドターンランプ付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・ブラインドスポットモニター付［ボディ同色］）
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Photo：カローラツーリング "2000 Limited"。内装色はブラック。　■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。



インパネオーナメント / センタークラスター / シフトベゼル / メータークラスター /ドアトリムガーニッシュ

レッド加飾

ホールド性能を徹底的に追求した、スポーツシート。クルマとの一体感が向上するため、
正確なステアリング操作にもつながります。また、飲み物などをこぼしても安心な撥水加工付です。

フロントシート（スポーツシート［ヒーター付］）

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

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

グレーステッチ

肌や髪にやさしい水に包まれた弱酸性の「ナノイー」を助手席側の
エアコン吹き出し口から放出します。エアクリーンモニタースイッチが
ONの状態で、エアコンのファンを作動させると「ナノイー」が発生します。

「ナノイー＊1」

＊1. ナノイ ー（nanoe）=nano-technology＋electric 最先端のテクノロジーから生まれた“水
につつまれている電気を帯びたイオン”のこと。
■「nanoe」、「 ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
■使用環境によっては「ナノイー」の効果が十分に得られない場合があります。

（スピードメーター表示）
立体感のある先進的かつ視認性に優れたメーター。

（ブラック加飾）
9 インチディスプレイオーディオ

（ヒーター付［シルバー加飾・ グレーステッチ］）
本革巻き3本スポークステアリングホイール＋パドルシフト

常時、車室内の空気汚れを検知し、ヒーターコントロールパネル
上のインジケーターに 6 段階表示。スイッチを押すと清浄機能が
スタートし、汚れ具合に応じて風量を調整します。

エアクリーンモニター

Photo：カローラツーリング "2000 Limited"。内装色はブラック。　■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。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉（サポカーS〈ワイド〉）は、政府が交通事故防止
対策の一環として普及啓発しているものです。 自動（被害軽減）ブレーキやペダル踏み
間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべての
ドライバーの安全をサポートします。

カローラツーリング"2000 Limited"は「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。



■「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。　■価格はメーカー
希望小売価格＜（消費税10％込み）’20年5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」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標
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。　■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの商標、
または登録商標です。　■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
■Miracast™は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■Apple CarPlayは、
米 国その 他 の 国で登 録され た A p p l e  I n c . の 商 標です。　 ■Android 
Auto™は、Google LLCの商標です。

★ 2020年6月以降順次、T-Connect契約車はApple CarPlay、Android Auto™が標準
付帯予定です。なお、TVのオプション価格に変更はございません。 詳しくは、別冊の
AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか、販売店におたずねください。

＊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. 寒冷地仕様を選択した場合にのみ装着できます。 ＊4. 字光式ナンバー
プレートは同時装着できません。＊5. 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。＊6. 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。＊7. 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。＊8. DVD・CD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 。＊9.  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。
＊10. 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。 ＊11. 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。なお、おくだけ充電は非装着＜−13,200円(消費税抜き−12,000円)＞
も選択できます。＊12. 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
場合にのみ装着できます。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。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。＊13. 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。 ＊ 1 4 .  D C 5 V / 2 . 1 A（ 消 費 電 力 1 0 . 5W）の
電源としてご 使 用ください。＊15. 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。　
＊16. 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。 ＊17. 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。

【その他の全車標準装備】●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　●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）　●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　●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）＊17　●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　 ●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）　●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）　●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

トヨタ カローラツーリング "2000 Limited"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） オプションサービス 販売店装着オプション特別装備
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215/45R17 タイヤ＆17 ×7½ J 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）

スペアタイヤ（応急用 T125/70D17）＊1 ＊2
11,000円

（消費税抜き10,000円）

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

ばね上制振制御

電動パーキングブレーキ

ブレーキホールド

ルーフレール（シルバーメタリック塗装）

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）

リヤバンパー（バンパーロア［メッキ加飾］）

安
全

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

LED フロントフォグランプ（メッキベゼル付）

LED リヤコンビネーションランプ

LED リヤフォグランプ（右側のみ）＊3
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カラードドアミラー（ヒーター・ブラインドスポットモニター付） ボディ同色

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）

ウォッシャー連動間欠ワイパー
フロント（時間調整式）

リヤ

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）

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］

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）］＊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）］

ドライブスタートコントロール

操
作
性

本革巻き 3 本スポークステアリングホイール シルバー加飾

ステアリングヒーター

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＊5
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/アンサーバック機能付）&スタートシステム（スマートキー2個）
＋キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）＊6

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

ドライブモードセレクト（プッシュ式 2 モード［NORMAL/SPORT］）

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 / 全ドア照明付）

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）

エコドライブインジケーター

カラーヘッドアップディスプレイ　　　　　　　　　　　　

2.0L ガソリン車 
2WD（CVT）

“2000 Limited”

内
装

シート表皮（ファブリック） ブラック

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

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

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（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）

レッド加飾（インパネオーナメント/センタークラスター/メータークラスター/シフトベゼル/ドアトリムガーニッシュ）

グレーステッチ（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）

フロントコンソールトレイ＊7

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）

リヤセンターアームレスト（カップホルダー 2 個付）

オートエアコン（シングルモード）

エアクリーンモニター

「ナノイー」

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 ）

トノカバー

ナ
ビ
・
オ
ー
デ
ィ
オ

ディスプレイオーディオ＊8 
【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）＊9、MiracastTM 対応 
【スマートフォン連携】 
SDL（SmartDeviceLinkTM）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
（ブラック加飾）、

6スピーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

DCM（専用通信機）

TV ＋ Apple CarPlay ＋ Android AutoTM ★

T-Connect ナビキット / エントリーナビキット＊10

CD・DVD デッキ＊11

バックガイドモニター

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）＊12

ETC 車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊12

そ
の
他

アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊13

充電用 USB 端子＊14 3 個

おくだけ充電 ＊7 ＊11     ＊15

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］

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサー・リヤヒーターダクトなど）＊16
29,700円

（消費税抜き27,000円）



 特別 設定
 標準設定　
 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

内装色 ブラック

シート表皮 ファブリック（ブラック）

ボ
デ
ィ
カ
ラ
ー

〈
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
〉

ホワイトパールクリスタルシャイン 〈070〉 33,000円
（消費税抜き30,000円）

ブラックマイカ 〈209〉

レッドマイカメタリック 〈3R3〉

ブルーメタリック 〈8X7〉

内外配色一覧表

■「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。
■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、
光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。

価格表

＊1.  ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション＜33,000円（消費税抜き30,000円）＞となります。 ＊2. 沖縄地区は価格が異なります。 

＊3. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。　

■価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10％込み）’20年5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。

■価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 

■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金（9,730円＜'20年5月時点の金額＞）が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

メーカー希望小売価格＊2 北海道地区メーカー希望小売価格＊3

消費税抜き 消費税抜き

カローラツーリング 
"2000 Limited"

5人乗り 2WD 2,620,200円 2,382,000円 2,649,900円 2,409,000円

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が
導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的
軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分　
　で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、 「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は
　「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

“COROLLA TOURING”“VVT-i”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“VSC”“TRC”“OPTITRON”“EFI”はトヨタ自動車(株)の商標です。 

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値  

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社　

■「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。

■“2000 Limited”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5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。

“2000 Limited"

■車両型式・重量・性能

車両型式 6BA-MZEA12W-AWXGB

車両重量 kg 1,370

車両総重量 kg 1,645

燃料消費率 
  ［国土交通省審査値］

　 km/L 16.6
市街地モード km/L 12.2
郊外モード km/L 16.8
高速道路モード km/L 19.4

主要燃費改善対策
直噴エンジン、可変バルブタイミング、

電動パワーステアリング、自動無段変速機

最小回転半径 m 5.3

■寸法・定員

全長 mm 4,495
全幅 mm 1,745
全高 mm 1,460
ホイールベース mm 2,640

トレッド
フロント mm 1,510
リヤ mm 1,520

最低地上高（社内測定値） mm 130

室内（社内測定値）
長 mm 1,795
幅 mm 1,510
高　 mm 1,155

乗車定員 名 5

■エンジン

型式 M20A-FKS
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
内径×行程　 mm 80.5×97.6
総排気量 L 1.986
最高出力＜ネット＞ kW（PS）/r.p.m. 125（170）/6,600
最大トルク＜ネット＞　 N・m（kgf・m）/r.p.m. 202（20.6）/4,800
燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI）
燃料タンク容量 L 50

■走行装置・駆動方式

サスペンション
フロント マクファーソンストラット式コイルスプリング
リヤ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング

ブレーキ
フロント ベンチレーテッドディスク
リヤ ディスク
作動方式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式
■トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション Direct  Shif t -CVT（ギヤ機構付自動無段変速機）

変速比
ギヤ機構部

前進 3.377
後退 3.136

無断変速部
前進 2.236〜0.447
後退 -

減速比 3.788

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのカローラツーリング取り扱い販売店または右記のお客様相談センターへ　トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター　全国共通・フリーコール　　0800-700-7700　 オープン時間 365日 9：00 〜 18：00 　所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅 4 丁目 7 番 1 号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は ’ 20年5月現在のもの）　　ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

トヨタ カローラツーリング  "2000 Limited" 主要諸元表

レッドマイカメタリック〈3R3〉

ブラックマイカ〈209〉  ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 ＊1

ブルーメタリック〈8X7〉 

メーカーオプション

※「サポトヨ」とは
　“サポートトヨタ”の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート
詳しくはこちらをご覧ください。
https://toyota.jp/sapotoyo/

特別設定 特別設定


