
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 安全

HYBRID W×B

W×B

　・Toyota Safety Sense
　・パーキングサポートブレーキ
　  （前後方静止物）
　  （除くW×B〈ターボガソリン車〉）
　・バックガイドモニター

HYBRID S

S

HYBRID G-X

G-X
　　　・Toyota Safety Sense

トヨタ	カローラ	ツーリング	グレード別主な標準装備比較表

・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）

・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）

・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：
  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）

・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）

・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）

・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

・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
  （メッキベゼル付）

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

・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）

・電動格納式
  リモコンカラード
  ドアミラー

・バンパーロア 
 （メッキ加飾）
  &リヤバンパー

・リヤバンパー

・リヤバンパー

・スポーティシート
 ［合成皮革＋レザテック］

・ノーマルシート（上級）
 ［ファブリック］

・ノーマルシート
 ［ファブリック］

・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）

■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。

■写真はG-X。

■写真はHYBRID S（2WD）。

■写真はHYBRID W×B（2WD）。■写真はシート色ブラック。

・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）

・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）

・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）

・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）

・ウレタン3本スポーク
  ステアリングホイール
 （ブラック）
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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 安全

HYBRID W×B

W×B

　・Toyota Safety Sense
　・パーキングサポートブレーキ
　  （前後方静止物）
　  （除くW×B〈ターボガソリン車〉）
　・バックガイドモニター

HYBRID S

S

HYBRID G-X

G-X
　　　・Toyota Safety Sense

■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、P60-61の主要装備一覧表をご覧ください。

・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

・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

・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

・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）

・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）

・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）

・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）

・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）

・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。

・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）

■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。

■写真はHYBRID S（2WD）。

■写真はG-X。

■写真はHYBRID G-X（2WD）。

・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）

・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）

・充電用USB端子（3個）

・充電用USB端子
 （HYBRID Sは3個、Sは1個）

・充電用USB端子
 （HYBRID G-Xは3個、G-Xは1個）
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トヨタ	カローラ	ツーリング	主要装備一覧表

掲載
ページ

1.8L ハイブリッド車
2WD/E-Four

1.8L ガソリン車
2WD（CVT）

1.2L ターボガソリン車
2WD（6MT）

HYBRID W×B HYBRID S HYBRID G-X W×B S G-X W×B

外装

足
回
り
・メ
カ
ニ
ズ
ム

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） 50・58

215/45R17タイヤ＆17×7½Jアルミホイール
（切削光輝＋ミディアムグレーメタリック塗装/
センターオーナメント付）

52
50,600円

（消費税抜き
46,000円）＊1

50,600円
（消費税抜き

46,000円）

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） 52・58

195/65R15タイヤ＆15×6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ付） 54・58

スペアタイヤ（応急用 T125/70D17） ＊2＊3 － 2WDのみ　11,000円（消費税抜き10,000円） 11,000円（消費税抜き10,000円）

タイヤパンク応急修理キット ＊2 －

マクファーソンストラット式フロントサスペンション 23

ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション 23

ばね上制振制御 25

スタビライザー － フロント・リヤ フロントのみ フロント・リヤ フロントのみ 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 48 26,400円
（消費税抜き
24,000円）＊4ブレーキホールド 48

グリルシャッター　 － ＊1

外
装

ルーフレール
ダークグレーメタリック塗装

－

33,000円
（消費税抜き

30,000円）

33,000円
（消費税抜き

30,000円）

33,000円
（消費税抜き

30,000円）

シルバーメタリック塗装 33,000円
（消費税抜き30,000円）

33,000円
（消費税抜き30,000円）

フロントロアグリル
フレーム部

50・52
・54・58

メッキ＋
ブラック
艶有り塗装

グレーメタリック
塗装＋

ブラック＊5

ブラック＋
ブラック＊5

メッキ＋
ブラック
艶有り塗装

グレーメタリック
塗装＋

ブラック＊5

ブラック＋
ブラック＊5

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 ブラック ブラック

艶有り塗装 ブラック ブラック
艶有り塗装

リヤバンパー 50・52
・54・58

バンパーロア
（メッキ加飾）

バンパーロア
（メッキ加飾）

バンパーロア
（メッキ加飾）

全車標準装備 ●エンジンアンダーカバー＆プロテクター　●フロントアンダープロテクター（フロント・リヤ）［ハイブリッド車］　●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）　●センターピラーガーニッシュ　●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 48

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 48

LEDフロントフォグランプ 48 メッキ
ベゼル付

グレーメタリック塗装ベゼル付
22,000円

（消費税抜き20,000円）＊5

メッキ
ベゼル付

グレーメタリック塗装ベゼル付
22,000円

（消費税抜き20,000円）＊5

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） ＊6 － 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
＊7

電動格納式リモコン

58オート電動格納式リモコン（ヒーター付） ＊8 ＊8

オート電動格納式リモコン
（ヒーター・ブラインドスポットモニター付） ＊9 ＊10 ＊9 ＊10 ＊11

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 高遮音性ガラス 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 ＊12 撥水機能付 ＊12 撥水機能付

リヤドア・リヤクォーター・
バックドアガラス

UVカット機能付プライバシー
－

UVカット機能付

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 時間調整式

リヤ
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）

48

予
防
安
全

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ＊13 33
28,600円
（消費税抜き
26,000円）＊10

28,600円
（消費税抜き
26,000円）＊10

クリアランスソナー&バックソナー ＊13 33

掲載
ページ

1.8L ハイブリッド車
2WD/E-Four

1.8L ガソリン車
2WD（CVT）

1.2L ターボガソリン車
2WD（6MT）

HYBRID W×B HYBRID S HYBRID G-X W×B S G-X W×B

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）

31

レーントレーシングアシスト［LTA］ 29 ＊4

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］ 29 ＊14 ＊15

レーダークルーズ
コントロール

全車速追従機能付
29

＊4

ブレーキ制御付

オートマチックハイビーム［AHB］ 31

ロードサインアシスト［RSA］ 31

ブラインド
スポット
モニター
［BSM］

＋パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）

29・33

66,000円
（消費税抜き60,000円）＊9

133,100円
（消費税抜き

121,000円）＊10★
66,000円

（消費税抜き60,000円）＊9☆
133,100円
（消費税抜き

121,000円）＊10★

＋リヤクロストラフィックアラート［RCTA］
66,000円
（消費税抜き

60,000円）＊11☆

車両接近通報装置 －

ドライブスタートコントロール 33

プラスサポート用スマートキー 66

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）　●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）＊16　●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・ステッチ付
58

ウレタン

ステアリングヒーター 49 ＊17＊18 ＊17 ＊17＊18 ＊17 ＊17＊18

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＊19・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）

25 ＊14 ＊15

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）＊20

47
26,400円

（消費税抜き
24,000円）

26,400円
（消費税抜き

24,000円）

ワイヤレスドアロックリモートコントロール（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）＊20 －

iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）　 23

クラッチペダル －

7速スポーツシーケンシャルシフトマチック －

シフトノブ 59 本革巻き ウレタン 本革巻き ウレタン 本革巻き

ドライブモード
セレクト

3段階［ECO/NORMAL/SPORT］
23

プッシュ式2モード［NORMAL/SPORT］

EVドライブモードスイッチ 21

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 運転席ドア照明付 全ドア照明付 運転席ドア照明付 全ドア照明付

計
器
盤

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） 49

77,000円
（消費税抜き

70,000円）

77,000円
（消費税抜き

70,000円）

アナログメーター＋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 49

エコドライブインジケーター －

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 －

カラーヘッドアップディスプレイ 49 ＊21 ＊21 ＊21

エンジンオイルレベルウォーニング －

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　●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）　など
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	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

■「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）’21年7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。　■「REZATEC®」はセーレン株式会社の登録商標です。　
■「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。　■「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。　■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Apple Inc.の商標です。　■Android 
Auto™は、Google LLCの商標です。
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1.8L ハイブリッド車
2WD/E-Four

1.8L ガソリン車
2WD（CVT）

1.2L ターボガソリン車
2WD（6MT）

HYBRID W×B HYBRID S HYBRID G-X W×B S G-X W×B

内装

シ
ー
ト　

シート表皮
合成皮革＋
レザテック

ブラック

51・57
ホワイト

28,600円
（消費税抜き
26,000円）＊18

28,600円
（消費税抜き
26,000円）＊18

28,600円
（消費税抜き
26,000円）＊18

ファブリック（ブラック） 57

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） 25・57

・58 スポーティ ノーマル
（上級） ノーマル スポーティ ノーマル

（上級） ノーマル 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）

シートヒーター（運転席・助手席） 49
27,500円

（消費税抜き
25,000円）＊17＊18

27,500円
（消費税抜き
25,000円）＊17

27,500円
（消費税抜き
25,000円）＊17＊18

27,500円
（消費税抜き
25,000円）＊17

27,500円
（消費税抜き
25,000円）＊17＊18

助手席シートバックポケット 47

6:4分割ワンタッチ格納リヤシート 45

イ
ン
テ
リ
ア

合成皮革巻き
インストルメントパネル
（ソフトタイプ）

ステッチ付
アッパー部

59パッド部

ドアトリムショルダー
合成皮革巻き・ソフトタイプ/ステッチ付

59

ドアアームレスト表皮 59
ステッチ付
合成皮革巻き
（ソフトタイプ）

ファブリック
ステッチ付
合成皮革巻き
（ソフトタイプ）

ファブリック
ステッチ付
合成皮革巻き
（ソフトタイプ）

インサイドドアハンドル 59 シルバー塗装 ブラック シルバー塗装 ブラック シルバー塗装

ドアトリムガーニッシュ 59
スモークシルバー
メタリック塗装＋
ピアノブラック加飾

シルバー塗装 ブラック
スモークシルバー
メタリック塗装＋
ピアノブラック加飾

シルバー塗装 ブラック
スモークシルバー
メタリック塗装＋
ピアノブラック加飾

フロントコンソールトレイ ＊22 47 ＊23 ＊23 ＊23

センターコンソールボックス（リヤボックス付） 47・59

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/
ファブリック巻き

ファブリック
巻き

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/
ファブリック巻き

ファブリック
巻き

ステッチ付
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） 47

空
調

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

エアクリーンモニター ＊24 49 14,300円
（消費税抜き13,000円）

14,300円
（消費税抜き13,000円）

14,300円
（消費税抜き

13,000円）「ナノイー X」 ＊24 49

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

49

＊25 ＊25 ＊25

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）

57,200円
（消費税抜き

52,000円）＊21＊25

57,200円
（消費税抜き

52,000円）＊21＊25

57,200円
（消費税抜き

52,000円）＊21＊25

ラ
ゲ
ー
ジ

リバーシブルデッキボード
二段式 ＊3

45
2WD

一段式 E-Four

トノカバー －

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（バニティミラー［運転席・助手席］/チケットホルダー［運転席］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　●デッキフック　など

その他

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

ディスプレイオーディオ＊26
【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）＊27、
Miracast®対応
【スマートフォン連携】
Apple CarPlay、Android AutoTM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

35-41

28,600円
（消費税抜き26,000円）

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） 35

掲載
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1.8L ハイブリッド車
2WD/E-Four

1.8L ガソリン車
2WD（CVT）

1.2L ターボガソリン車
2WD（6MT）

HYBRID W×B HYBRID S HYBRID G-X W×B S G-X W×B

その他

ナ
ビ・オ
ー
デ
ィ
オ

TV（フルセグ） ＊28 35・37

TV・オペレーター付T-Connectナビキット/
T-Connectナビキット/エントリーナビキット ＊29 37

バックガイドモニター 33
27,500円
（消費税抜き

25,000円）＊10

27,500円
（消費税抜き

25,000円）＊10

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） ＊30 －

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊30 －

CD・DVDデッキ ＊22 － ＊31 ＊31 ＊31

そ
の
他

アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/コンセント2個
［コンソールボックス背面・デッキサイド左側］/非常時給電システム付） ＊32 47・64 44,000円

（消費税抜き40,000円）＊3

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊33 －

充電用USB端子 ＊34 47・59 3個 1個 3個

おくだけ充電 ＊35 47
13,200円

（消費税抜き
12,000円）＊23＊31

13,200円
（消費税抜き
12,000円）＊23＊31

13,200円
（消費税抜き
12,000円）＊23＊31

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・リヤヒーターダクトなど） ＊36 －

PTCヒーター＊37付
17,600円

（消費税抜き16,000円）

PTCヒーター＊37付
30,800円

（消費税抜き
28,000円）

13,200円
（消費税抜き12,000円）

26,400円
（消費税抜き

24,000円）

PTCヒーター＊37付
20,900円

（消費税抜き
19,000円）

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）

＊1. 215/45R17タイヤ&17×7½Jアルミホイールを選択した場合、グリルシャッターは非装着となります。
＊2. 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。
＊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。また、スペアタイヤまたはアク

セサリーコンセントを選択した場合、リバーシブルデッキボードは一段式となります。
＊4. 電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド、レーントレーシングアシスト、レーダーク

ルーズコントロール（全車速追従機能付）はセットでメーカーオプション。なお、標準装
備のパーキングブレーキはセンターレバー式となります。

＊5. LEDフロントフォグランプ（グレーメタリック塗装ベゼル付）を選択した場合、フレーム部の
サイズがW×Bグレードと同様になります。またG-Xグレードの場合、フレーム部がグレーメタ
リック塗装＋ブラックになります。

＊6. 寒冷地仕様を選択した場合にのみ装着できます。
＊7. W×Bグレードはドアミラーバイザー色がダークグレーメタリック塗装に、Sグレード、G-X

グレードはボディ同色になります。
＊8. 寒冷地仕様を選択した場合にセットで装着されます。
＊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）とブラインドス

ポットモニター＋パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）はセットでメーカーオプション。
パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）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。

＊10. 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）、パーキ
ングサポートブレーキ（前後方静止物）、ブラインドスポットモニター＋パーキングサポート
ブレーキ（後方接近車両）、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、パー
キングサポートブレーキ（前後方静止物）＜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）＞は単独で選択することも可能です。パーキ
ングサポートブレーキ（後方接近車両）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。

＊11. 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。
リヤクロストラフィックアラート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。

＊12. 寒冷地仕様を選択した場合、撥水機能付となります。
＊13. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊14. メーカーオプションのレーントレーシングアシスト非選択時は、ステアリングスイッチのレーン

トレーシングアシストスイッチがレーンディパーチャーアラートスイッチとなります。
＊15. ステアリングスイッチの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。
＊16. 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。
＊17. ステアリングヒーターとシートヒーターはセットでメーカーオプション。
＊18. シート色ホワイトを選択した場合、ステアリングヒーターとシートヒーターがセットで装着

されます。また、ドアアームレスト表皮、センターコンソールボックスのフタ部分がホワイト
になります。価格はシート色ホワイトに含まれます。

＊19. 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。
＊20. 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。

＊21. カラーヘッドアップディスプレイとイルミネーテッドエントリーシステム（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］）はセットでメーカーオプション。

＊22. 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。

＊23. 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。
＊24. エアクリーンモニターと「ナノイー X」はセットでメーカーオプション。
＊25. 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）を選択した場合、フロント

パーソナルランプがLEDとなります。
＊26. 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。車載ナ

ビ機能をご利用の際は、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、
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。

＊27. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSB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。

＊28. 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。TV・オペレーター付T-Connectナビキット装着
時は標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装
着した車両とは別の車両に付け替えた場合、TV（フルセグ）の視聴はできなくなります。

＊29. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキット、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。

＊30. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、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。

＊31. CD・DVDとおくだけ充電は同時選択できません。
＊32. 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。
＊33. 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。
＊34. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
＊35. 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。

＊36. 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。

＊37. PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient

★寒冷地仕様の同時装着時および北海道地区の場合、価格がハイブリッド車で11,000円
（消費税抜き10,000円）減額、ガソリン車で5,500円（消費税抜き5,000円）増額となります。
詳しくは販売店におたずねください。
☆寒冷地仕様の同時装着時および北海道地区の場合、価格が16,500円（消費税抜き15,000円）
増額となります。詳しくは販売店におたずねください。
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トヨタ	カローラ	ツーリング	主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車 ターボガソリン車
2WD 4WD（E-Four） 2WD 2WD

W×B S G-X W×B S G-X W×B S G-X W×B
電気式無段変速機 CVT 6MT

■車両型式・重量・性能
車両型式 6AA-ZWE211W-AWXSB 6AA-ZWE211W-AWXEB 6AA-ZWE211W-AWXNB 6AA-ZWE214W-AWXSB 6AA-ZWE214W-AWXEB 6AA-ZWE214W-AWXNB 3BA-ZRE212W-AWXSP 3BA-ZRE212W-AWXEP 3BA-ZRE212W-AWXNP 3BA-NRE210W-AWFSZ

車両重量 kg 1,390 1,370※ 1 1,350 1,450 1,430※ 1 1,410 1,330 1,310 ※1 1,290 1,320

車両総重量 kg 1,665 1,645※ 1 1,625 1,725 1,705※ 1 1,685 1,605 1,585 ※1 1,565 1,595

燃料消費率
（国土交通省
審査値）

km/L 25.6 29.0※ 2 29.0 24.4 26.8※ 3 26.8 14.6 15.8

市街地モード km/L 24.8 27.8※ 2 27.8 21.5 25.1※ 3 25.1 9.6 12.5

郊外モード km/L 27.6 32.2※ 2 32.2 25.9 28.1※ 3 28.1 15.9 16.0

高速道路モード km/L 24.8 27.7※ 2 27.7 24.9 26.8※ 3 26.8 17.6 17.7

 km/L 30.8 35.0※ 2 35.0 28.4 31.0※ 3 31.0 — —

主要燃費改善対策 ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機

ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 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

直噴エンジン、ミラーサイクル、
可変バルブタイミング、
電動パワーステアリング

最小回転半径 m 5.3 5.0 5.3 5.0 5.3 5.0 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 /リヤ mm 1,510/1,520 1,530/1,540 1,510/1,520 1,530/1,540 1,510/1,520 1,530/1,540 1,510/1,520

最低地上高（社内測定値） mm 130

室内（社内測定値） 長 /幅 /高 mm 1,795/1,510/1,160

乗車定員 名 5

■エンジン
型式 2ZR-FXE 2ZR-FXE 2ZR-FAE 8NR-FTS

種類 直列 4気筒 直列 4気筒 直列 4気筒 直列 4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン 無鉛レギュラーガソリン
内径 ×行程 mm 80.5×88.3 80.5×88.3 80.5×88.3 71.5×74.5

総排気量 L 1.797 1.797 1.797 1.196

最高出力〈ネット〉　  kW［PS］/r.p.m. 72［98］/5,200 72［98］/5,200 103［140］/6,200 85［116］/5,200～ 5,600

最大トルク〈ネット〉  N・m［kgf・m］/r.p.m. 142［14.5］/3,600 142［14.5］/3,600 170［17.3］/3,900 185［18.9］/1,500～ 4,000

燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 筒内直接燃料噴射装置（D-4T）
燃料タンク容量 L 43 43 50 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・回生ブレーキ協調式 油圧・回生ブレーキ協調式 油圧式 油圧式

駆動方式 前輪駆動方式 E-Four（電気式 4輪駆動方式） 前輪駆動方式 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 電気式無段変速機 電気式無段変速機 Super CVT-i（自動無段変速機）［7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付］ iMT（6速マニュアル）

第 1速 /第 2速 /第 3速 /第 4速 /第 5速 /第 6速 — — — 3.727/2.045/1.310/
0.971/0.764/0.619

前進 — — 2.480 ～ 0.396 —　
後退 — — 2.604～ 1.680 3.333

減速比 2.834 2.834（フロント）/10.487（リヤ） 5.356 3.944

■フロントモーター
型式 1NM 1NM

— —
種類 交流同期電動機 交流同期電動機
最高出力  kW［PS］ 53［72］ 53［72］
最大トルク N･m［kgf･m］ 163［16.6］ 163［16.6］
■リヤモーター
型式 — 1MM

— —
種類 — 交流誘導電動機
最高出力  kW［PS］ — 5.3［7.2］
最大トルク N･m［kgf･m］ — 55［5.6］
■動力用主電池
種類 リチウムイオン電池 ニッケル水素電池

— —
容量 Ah 3.6 6.5
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