


It’s so COOL !
足元をクールに引き締める

漆黒のアルミホイール。 

ひとクラス上をゆく、

上質なエクステリア＆インテリア。 

いつまでも眺めていたくなる。

どこまでも走り続けたくなる。

ちょっと特別なカローラ スポーツです。 

2



3



リヤバンパー（クロムメッキ加飾）

16×7Jアルミホイール
（ブラック塗装/センターオーナメント付）

スポーティシート（合成皮革＋レザテック）　■「REZATEC®」はセーレン株式会社の登録商標です。

運転席シートバックポケット

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）
■TFT［薄膜トランジスタ］：Thin Film Transistor

LEDフロントフォグランプ

フロントロアグリル（フレーム部:サテンクロム
メッキ、メッシュ部:ガンメタリック半艶塗装）

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

SPECIAL EQUIPMENT

特別仕様車"Style Package"は「セーフティ・サポートカーS＜ワイド＞」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。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。　

Photo：特別仕様車HYBRID G“Style Package”（ベース車両はHYBRID G）。ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。内装色はブラック。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＜66,000円＞でメーカーオプション。9インチディスプレイオーディオ＋6スピーカー＜28,600円＞はメーカーオプション。 　■写真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。

特別仕様車"Style Package"の先進安全機能

■Toyota Safety Sense［プリクラッシュセーフティ/レーントレーシングアシスト（MT車はレーンディパーチャーアラート）/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト］
■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）］（MT車は除く）

＊1. 沖縄地区は価格が異なります。＊2. 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）'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。　■価格はタイヤパンク応急修理キット、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

（9,810 円〈’21 年7 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 ＊1 北海道地区メーカー希望小売価格 ＊2

消費税抜き 消費税抜き

HYBRID G“Style Package” 2WD 2,760,000 円 2,509,091 円 2,787,500 円 2,534,091 円

G“Style Package”

2WD（CVT） 2,485,000 円 2,259,091 円 2,512,500 円 2,284,091 円

2WD（6MT） 2,440,000 円 2,218,182 円 2,470,800 円 2,246,182 円

4WD 2,683,000 円 2,439,091 円 2,710,500 円 2,464,091 円

 価格表
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トヨタ カローラ スポーツ 特別仕様車 HYBRID G“Style Package” / G“Style Package” 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）
 特別設定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

特別仕様車 ベース車両
1.8L ハイブリッド車 

2WD
1.2L ターボガソリン車

2WD（CVT、6MT）/4WD
1.8L ハイブリッド車 

2WD
1.2L ターボガソリン車

2WD（CVT、6MT）/4WD
HYBRID G“Style Package” G“Style Package” HYBRID G G

外
装
・メ
カ
ニ
ズ
ム

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） ブラック塗装
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
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
アクティブトルクコントロール4WD 4WD 4WD
アイドリングストップ機能（Stop & Start System） CVT CVT
グリルシャッター

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
メッシュ部 ガンメタリック半艶塗装 ガンメタリック半艶塗装

リヤバンパー クロムメッキ加飾

安
全
装
備

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リヤフォグランプ＊3 11,000円（消費税抜き10,000円） 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）

オート電動格納式リモコン
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） ＊4 CVT＊4 6MT＊5 ＊4 CVT＊4 6MT＊5

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 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＊6 6MT＊6
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 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）］＊7 CVT CVT
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）＊4

CVT 66,000円
（消費税抜き60,000円）＊4

66,000円
（消費税抜き60,000円）＊4

CVT 66,000円
（消費税抜き60,000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アラート［RCTA］ 6MT 66,000円
（消費税抜き60,000円）＊5

6MT 66,000円
（消費税抜き60,000円）＊5

クリアランスソナー&バックソナー＊7 6MT 6MT
車両接近通報装置
ドライブスタートコントロール CVT CVT

操
作
性

ステアリングヒーター＊8
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＊9・
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＊6・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）＋クラッチペダル 6MT 6MT
10速スポーツシーケンシャルシフトマチック＋パドルシフト CVT CVT
EVドライブモードスイッチ
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）
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
エコドライブインジケーター CVT 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 CVT

内
装

シート表皮 合成皮革＋レザテック（ブラック）
ファブリック（ブラック/エンボス）

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

シートバックポケット 運転席
助手席

合成皮革巻きインストルメントパネル（パッド部ステッチ付）
フロントコンソールトレイ＊10
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
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）
ステッチ付合成皮革巻き/
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（CVT）

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

S-FLOW/電動インバーター
コンプレッサー付

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）

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）＊1 ＊11

2WD 8,800円
（消費税抜き8,000円）＊1 ＊1 ＊12

ナ
ビ
・オ
ー
デ
ィ
オ

ディスプレイオーディオ＊13
【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）＊14、Miracast®対応 
【スマートフォン連携】SDL（SmartDeviceLinkTM）・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
28,600円（消費税抜き26,000円）

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）

7インチディスプレイ、4スピーカー 7インチディスプレイ、4スピーカー

TV（フルセグ）＊15
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＊16
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）＊17
ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ＊17
CD・DVDデッキ＊10

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）＊18

52,800円
（消費税抜き48,000円）＊2 ＊11

52,800円
（消費税抜き48,000円）＊2 ＊12

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 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＊19など） ＊3 ＊8 ＊20 27,500円
（消費税抜き25,000円）

CVT 27,500円
（消費税抜き25,000円）

6MT 30,800円
（消費税抜き28,000円）

27,500円
（消費税抜き25,000円）

CVT 27,500円
（消費税抜き25,000円）

6MT 30,800円
（消費税抜き28,000円）

【その他の全車標準装備】●タイヤパンク応急修理キット＊1　●電動パーキングブレーキ　●ブレーキホールド　●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　●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］、リヤ）　●防眩インナーミラー　●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）　●フロントフォグランプベゼル（ブラック艶有り塗装）　●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 リヤコンビネーションランプ　●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）　●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）　●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）＊21　 ●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　●本革巻き3 本スポークステアリングホイール＆シフトノブ　●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　●3 段階［ECO/NORMAL/SPORT］ドライブモードセレクト　●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）＊22　●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）　●フロントシート（スポーティ/ 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］）　●6：4 分割可倒式リヤシート　●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・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＞）　●リヤセンターアームレスト（カップホルダー2 個付）　●デッキボード＊1　 ●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　●バックガイドモニター　●DCM（専用通信機）　
●アクセサリーソケット（DC12V・120W）＊23　●充電用USB 端子（1 個/ センターコンソールボックス内側）＊24　●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

■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。  ■「特別設定メーカーオプション」「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。　■“Style Package”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）’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。　■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。  ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　■「REZATECⓇ」はセーレン株式会社の登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortium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. 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。　＊4. 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。　＊5. 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。　＊6. MT車は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。　＊7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。　＊8. 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。　＊9. 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。　＊10. 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。　＊11. 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。　＊12. 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。　＊13. 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。　＊14. 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。　＊15. 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。　＊16. 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。　＊17. 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。　＊18. 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。　＊19. PTC［自己温度制御システム］： Positive Temperature Coefficient　＊20. 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。　＊21. 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。　＊22. 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。　＊23. 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。　＊24. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
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COLOR

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 ＊1
メーカーオプション

アティチュードブラックマイカ〈218〉×
エモーショナルレッドⅢ〈3U9〉［2XM］＊4 
メーカーオプション

ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉 ＊1 
メーカーオプション

エモーショナルレッドⅢ〈3U9〉 ＊2 
メーカーオプション

アティチュードブラックマイカ〈218〉×
プラチナホワイトパールマイカ〈089〉

［2PS］＊3  メーカーオプション

アティチュードブラックマイカ〈218〉

シルバーメタリック〈1F7〉 グレーメタリック〈1G3〉

TWO TONE MONO TONE

内外配色一覧表
特別仕様車HYBRID G“Style Package” /特別仕様車 G“Style Package”

シート形状 スポーティシート
シート表皮 合成皮革＋レザテック（特別装備）
内装色 ブラック

MONO
TONE

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉 ＊1

シルバーメタリック〈1F7〉
グレーメタリック〈1G3〉
アティチュードブラックマイカ〈218〉
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉 ＊1

エモーショナルレッドⅢ〈3U9〉 ＊2

TWO
TONE

アティチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉［2PS］ ＊3

アティチュードブラックマイカ〈218〉×エモーショナルレッドⅢ〈3U9〉［2XM］ ＊4

標準設定 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） ＊1. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉
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. エモー
ショナルレッドⅢ〈3U9〉はメーカーオプション＜55,000円（消費税抜き50,000円）＞と
なります。　＊3. アティチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ
〈089〉［2PS］はメーカーオプション＜77,000円（消費税抜き70,000円）＞となります。 
＊4. アティチュードブラックマイカ〈218〉×エモーショナルレッドⅢ〈3U9〉［2XM］は
メーカーオプション＜99,000円（消費税抜き90,000円）＞となります。

■「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）’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。 ■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。 特にブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉は青、緑、
黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。 

※「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/

※1. 特別仕様車HYBRID G“Style Package” / G“Style Package” の車両型式の末尾には（-F）が付きます。

●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。
●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 Sport”  “D-4T” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect” “VSC” “TRC” “EFI” “OPTITRON” 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車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://

toyota.jp/ecocar/about1/）をご確認、または販売店におたずねください。

ベース車両 トヨタ カローラ スポーツ 主要諸元表
HYBRID G  G

2WD
（ハイブリッド車）

2WD
（ターボガソリン車）

4WD
（ターボガソリン車）

 電気式無段変速機  CVT  6MT  CVT
車両型式・重量・性能

車両型式
6AA-

ZWE213H- 
BHXNB

※1

3BA-
NRE210H-

BHXNZ
※1

3BA-
NRE210H-

BHFNZ
※1

3BA- 
NRE214H-

BHXNZ
※1

車両重量 kg 1,360 1,310 1,300 1,370
車両総重量 kg 1,635 1,585 1,575 1,645

燃料消費率   
（国土交通省
審査値）

 km/L 30.0 16.4 15.8 15.2
市街地モード  km/L 29.5 12.9 12.5 12.3
郊外モード  km/L 33.8 16.9 16.0 15.6
高速道路モード  km/L 28.3 18.2 17.7 16.6

 km/L 34.2 19.6 16.4 17.2

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

直噴エンジン、
アイドリングストップ装置、

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、
充電制御、

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

直噴エンジン、
アイドリングストップ装置、

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、
充電制御、

自動無段変速機
最小回転半径 m 5.1 5.3
寸法・定員
全長/全幅/全高 mm 4,375/1,790/1,460 4,375/1,790

/1,490
ホイールベース mm 2,640
トレッド   　　　　　 フロント/リヤ mm 1,530/1,530 1,530/1,535
最低地上高（社内測定値） mm 135 130
室内（社内測定値）　  長/幅/高 mm 1,795/1,510/1,155
乗車定員 名 5

HYBRID G  G
2WD

（ハイブリッド車）
2WD

（ターボガソリン車）
4WD

（ターボガソリン車）
 電気式無段変速機  CVT  6MT  CVT

エンジン
型式 2ZR-FXE 8NR-FTS
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
総排気量 L 1.797 1.196
最高出力 〈ネット〉  kW[PS]/r.p.m. 72［98］/5,200 85［116］/5,200～5,600
最大トルク 〈ネット〉  N・m[kgf・m]/r.p.m. 142［14.5］/3,600 185［18.9］/1,500～4,000

燃料供給装置 電子制御式燃料
噴射装置（EFI） 筒内直接燃料噴射装置（D-4T）

燃料タンク容量 L 43 50
走行装置・駆動方式・トランスミッション
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 油圧式
駆動方式 前輪駆動方式 四輪駆動方式

トランスミッション 電気式
無段変速機

Super CVT-i
（自動無段変速機）

［10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）

Super CVT-i
（自動無段変速機）

［10速スポーツ
シーケンシャル

シフトマチック付］
モーター
型式 1NM ー
種類 交流同期電動機 ー
最高出力  kW（PS） 53［72］ ー
最大トルク N・m（kgf・m） 163［16.6］ ー
動力用主電池
種類 リチウムイオン

電池 ー

容量 Ah 4.0 ー

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 スポーツ取り扱い販売店または下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～ 16：00　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 ’21年 7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。 HDC18101-2107


