
トヨタ　C-HR　主要装備一覧表　
1.8L ハイブリッド車 1.2L ターボガソリン車  

　2WD 2WD（6MT） 2WD（CVT,6MT）/
4WD（CVT）

S
“GR SPORT” G S S-T

“GR SPORT” G-T  S-T

EXTERIOR  外装

225/45R19タイヤ＆19×7½J専用アルミホイール
（切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント付） ＊1

足
回
り
&
メ
カ
ニ
ズ
ム

225/45R19タイヤ＆19×7½J専用アルミホイール
（ダークスパッタリング/センターオーナメント付） ＊1

66,000円
（消費税抜き

60,000円）

66,000円
（消費税抜き

60,000円）
225/50R18タイヤ＆18×7J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） ＊1

215/60R17タイヤ＆17×6½Jアルミホイール
（シルバーメタリック塗装/センターオーナメント付）

ホイールナット ダークスモー
クメッキ メッキ メッキ ダークスモー

クメッキ メッキ メッキ

スペアタイヤ（応急用 T145/90D16）　 ＊2 11,000円
（消費税抜き10,000円）＊3

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
&ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション  GR専用

チューニング
GR専用

チューニング
スタビライザー（フロント・リヤ）

ブレーキキャリパー（フロント・リヤ）
ホワイト塗装/

GRロゴ付
（フロントのみ）

ホワイト塗装/
GRロゴ付

（フロントのみ）
GR専用剛性アップパーツ GRブレース GRブレース
ダイナミックトルクコントロール4WD 4WD 4WD
ECB［電子制御ブレーキシステム］

空
力

エアスパッツ（フロント・リヤ）
エンジンアンダーカバー＆プロテクター サイレンサー付
フェンダーライナー フロント フロント・リヤ フロント フロント フロント・リヤ フロント

エ
ク
ス
テ
リ
ア

フロントグリル&フロントバンパー GR専用 GR専用
リヤリップスポイラー 大型/ブラック 小型/ボディ同色 大型/ブラック 小型/ボディ同色
GR専用エンブレム（フロント・サイド・リヤ）&
トヨタエンブレム（アクリル＋ブラック）
ドアウインドゥフレームモールディング ブラック ピアノブラック ブラック ブラック ピアノブラック ブラック
ドアベルトモールディング ブラック メッキ ブラック ブラック メッキ ブラック

全車標準装備　●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　●フードサイレンサー　●フロアアンダーカバー（フロント・セン
ター・リヤ）　●ダッシュサイレンサー（室内・エンジンルーム）　●リヤスポイラー　●ルーフドリップモールディング　●ホイールアーチモールディング（ブラック）　
●ロッカー＆ドア下モールディング（ブラック）　●カラードアウトサイドドアハンドル　　など

SAFETY  安全装備

視
界

ヘッドランプ

Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング
機能付）＋LEDクリアランスランプ＋LEDター
ンランプ＋LEDデイライト

GR専用
ダークスモーク

エクステンション

GR専用
ダークスモーク

エクステンション
パラボラ式LEDヘッドランプ（マニュアルレ
ベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ

LEDフロントフォグランプ

リヤコンビ
ネーションランプ
＋
バックアップ
ランプ

ハイグレードタイプ
（LEDテール&ストップランプ/LED
シーケンシャルターンランプ）＊4
スタンダードタイプ

（LEDテール&ストップランプ/バルブ式ターン
ランプ/バルブ式バックアップランプ一体型）

　

LEDハイマウントストップランプ
リヤフォグランプ ＊5 LEDタイプ バルブタイプ LEDタイプ バルブタイプ
LED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（補助確認装置＊6・ヒーター付） ブラック ルーフ同色 ブラック ルーフ同色

ドアミラー足元イルミネーションランプ（車名表示） ＊7 ＊8 ＊7 ＊8
スーパー UVカット・IR＜赤外線＞カット機能付フロントドアグリーンガラス
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス
オートワイパー（雨滴感応式）
防眩インナーミラー 自動防眩付 自動防眩付

1.8L ハイブリッド車 1.2L ターボガソリン車  

　2WD 2WD（6MT） 2WD（CVT,6MT）/
4WD（CVT）

S
“GR SPORT” G S S-T

“GR SPORT” G-T  S-T

予
防
安
全

Toyota 
Safety 
Sense

プリクラッシュセーフティ
（歩行者［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）
レーンディパーチャーアラート

（ステアリング制御機能付）
オートマチックハイビーム

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

ブラインドスポットモニター〈BSM〉

57,200円
（消費税抜き

52,000円）
＊7

57,200円
（消費税抜き

52,000円）
＊7

リヤクロストラフィックアラート〈RCTA〉 6MT
26,400円

（消費税抜き
24,000円）

＊10

クリアランスソナー＆バックソナー ＊9

6MT
15,400円

（消費税抜き
14,000円）

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）］

39,600円
（消費税抜き

36,000円）
＊11

CVT
39,600円

（消費税抜き
36,000円）

＊11

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）］ ＊9

28,600円
（消費税抜き

26,000円）

CVT
28,600円

（消費税抜き
26,000円）

EBD（電子制動力配分制御）付ABS＆ブレーキアシスト
S-VSC（ステアリング協調車両安定性制御システム）
車両接近通報装置
クラッチスタートシステム 6MT
ドライブスタートコントロール CVT

衝
突
安
全

SRSエアバッグ（運転席・助手席）＋
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）

全車標準装備　　●コンライト（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）　●UVカット機能付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）　●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー　●ウォッ
シャー連動間欠リヤワイパー　●TRC（トラクションコントロール）　●ヒルスタートアシストコントロール　●全席上下調整式ヘッドレスト　●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　●全席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］）　●シートベルト非着用警告灯（点滅式/前席・後席）・リマインダー

（警告音）　●チャイルドプロテクター（リヤドア）　●リヤウインドゥデフォッガー（タイマー付）　など

OPERABILITY  操作性

操
作
系

ステアリング
ホイール

GR専用本革巻き小径3本スポーク
（シルバーステッチ＋GRエンブレム
＋スポーク部：ダークシルバー塗装）

＊13

3本スポーク 本革巻き ウレタン 本革巻き ウレタン
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・ハンズフリー・音声認識・車間距離
切替・レーンディパーチャーアラート）

＊13

6速iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション） 6MT
アルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ［6MT車のみ］）

本革巻きシフトノブ
GR専用ディンプル付 ＊14 ＊14 CVT＊14

サテン加飾付（6MT）

シフトレバー
ブーツ

GR専用シルバーステッチ ＊14 ＊14 CVT＊14

ブラックステッチ

7速スポーツシーケンシャルシフトマチック CVT

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア）＆
スタートシステム（スマートキー2個） ＊15

専用スタート
スイッチ

（GRロゴ付）

専用スタート
スイッチ

（GRロゴ付）専用スタートスイッチ（GRロゴ付） 専用スタートスイッチ（GRロゴ付）

ドライブモードセレクト
（スポーツモード/ノーマルモード/エコモード）
EVドライブモードスイッチ



 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 1.2L ターボガソリン車  

　2WD 2WD（6MT） 2WD（CVT,6MT）/
4WD（CVT）

S
“GR SPORT” G S S-T

“GR SPORT” G-T  S-T

計
器
盤

コンビネーション2眼メーター（メーター照度コントロール付） ハイブリッド
GR専用 ハイブリッド専用 GR専用

マルチインフォメーションディスプレイ
（4.2インチTFTカラー/メーター照度コントロール付）
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

全車標準装備　●電動パワーステアリング（車速感応型）　●チルト＆テレスコピックステアリング　●パワーウインドゥ（フロント・リヤドアワンタッチ式/
キーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付）　●パワードアロック（運転席ドアキー連動）　●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内
表示）　●ブレーキウォーニング　●キー置き忘れ防止ウォーニング（ブザー＆アンロック機構）　●半ドアウォーニング　●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　●ラゲージオープナー（電気式）　●フューエルリッドオープナー（電気式）　など

INTERIOR  内装

シ
ー
ト

シート表皮

GR専用（メイン部：パーフォレーション付
ブランノーブ®/ サイド部：合成皮革［シル
バーダブルステッチ付］）

本革（ブラック） ＊16　
77,000円

（消費税抜き
70,000円）

77,000円
（消費税抜き

70,000円）
上級ファブリック（ブラック）＋
本革（ブラウン） ＊16

ファブリック（ブラック）

フロントシート

専用スポーティシート（GRエンブレム付）
運転席シート上下アジャスター
電動ランバーサポート（運転席） 35,750円

（消費税抜き32,500円）
＊17

35,750円
（消費税抜き32,500円）

＊17快適温熱シート（運転席・助手席）

シートバックポケット（運転席・助手席）
6:4分割可倒式リヤシート

イ
ン
テ
リ
ア

インストルメントパネル加飾＆
ドアインナーガーニッシュ

GR専用
金属調ダーク
シルバー塗装

金属調＋
ソフト塗装 金属調塗装

GR専用
金属調ダーク
シルバー塗装

金属調＋
ソフト塗装 金属調塗装

インストルメントパネルレジスター加飾
GR専用金属
調ダークシル

バー塗装
金属調塗装 ブラック

GR専用金属
調ダークシル

バー塗装
金属調塗装 ブラック

センターコンソールアッパー加飾 ピアノブラック ブラック ピアノブラック　 ブラック
パワーウインドゥスイッチベース加飾 ブラック＋ピアノブラック ブラック ブラック＋ピアノブラック ブラック
パワーウインドゥスイッチ先端加飾（メッキ）
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー

（運転席チケットホルダー付） 照明付 照明付

カップホルダー（フロント２個） LEDイルミネー
ション付

LEDイルミネー
ション付

パッケージトレイ
トノカバー

デッキトリム サイドデッキ
カバー付

サイドデッキ
カバー付

空
調

左右独立温度コントロールフルオートエアコン 電動インバーターコンプレッサー付
エコ空調モードスイッチ

「ナノイー」 ＊17 ＊17

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・フロントカップホルダー・フ
ロントドアトリムアームレスト下部

ルームランプ

全車標準装備　●サテンメッキインサイドドアハンドル　●フロントドアトリムアッパー &フロントドアアームレスト（表皮＋パッド）　●ドアトリムオーナメント
（ダイヤモンドカット造形＋シボ加工）　●アシストグリップ（フロント2）　●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）　
●フロントパーソナルランプ　●ラゲージルームランプ　●コンソールボックス　●センターロアトレイ　●助手席グローブボックス（照明付）　●フロントド
アポケット（左右）　●リヤドアボトルホルダー（左右）　●デッキアンダートレイ＊2＊18　●デッキフック（４個）　●買い物フック（デッキサイド）　など

＊1. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであら
かじめご了承ください。

＊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、デッキ
アンダートレイの形状が変更となります。

＊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。
＊4. バックアップランプはリヤバンパー埋込式となります（LED式）。
＊5. 寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグラ

ンプはリヤバンパー埋込式となります。
＊6. パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は非装着となります。
＊7. ブラインドスポットモニターを選択した場合、ドアミラー足元イルミネーション

ランプが装着されます。なお、ブラインドスポットモニターとパノラミックビュー
モニターを同時装着した場合、ドアミラー足元イルミネーションランプは非装着
となり、合計価格から2,200円（消費税抜き2,000円）減額されます。

＊8. パノラミックビューモニターを選択した場合、ドアミラー足元イルミネーションラ
ンプは非装着となります。

＊9. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊10. リヤクロストラフィックアラートとクリアランスソナー＆バックソナーはセットでメ

ーカーオプション。また、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、必ずパノラミックビューモニターまたはバックガイド
モニターと合わせてご使用ください。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）＞は単独で選択することも可能です。

＊11. リヤクロストラフィックオートブレーキとインテリジェントクリアランスソナーはセッ
トでメーカーオプション。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、必ずパノラミックビューモニターまたはバックガ
イドモニターと合わせてご使用ください。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）＞は単独で選択することも可能です。

＊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. GR専用本革巻き小径3本スポークステアリングホイールにはハンズフリースイッ
チは装着されません。

＊14. 本革巻きシフトノブ（GR専用ディンプル付）とシフトレバーブーツ（GR専用シルバー
ステッチ）はセットで販売店装着オプション。

＊15. 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。

＊16. シートサイドとシートバックの一部には人工皮革を使用しています。
＊17. 電動ランバーサポート、快適温熱シート、「ナノイー」はセットでメーカーオプション。
＊18. アクセサリーコンセントを選択した場合、デッキアンダートレイの形状が変更

となります。
＊19. 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。

＊20. 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。

＊21. 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。

＊22. 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。

＊23. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応でき
ない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

＊24. 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。

＊25. 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。

＊26. PTC［自己温度制御システム］: Positive Temperature Coefficient
＊27. 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おります。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。

1.8L ハイブリッド車 1.2L ターボガソリン車  

　2WD 2WD（6MT） 2WD（CVT,6MT）/
4WD（CVT）

S
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“GR SPORT” G-T  S-T

ENTERTAINMENT  エンターテイメント

ナ
ビ
・
オ
ー
デ
ィ
オ

8インチディスプレイオーディオ＋6スピーカー
【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）＊20、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

＊19

T-Connectナビキット ＊21
エントリーナビキット ＊21
TV＋Apple  CarPlay＋Android AutoTM

DCM（専用通信機）
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）
＊22
＊23

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊22

パノラミックビューモニター ＊6
＊9

44,000円
（消費税抜き

40,000円）
＊7

41,800円
（消費税抜き

38,000円）
＊8＊11

44,000円
（消費税抜き

40,000円）

44,000円
（消費税抜き

40,000円）
＊7

41,800円
（消費税抜き

38,000円）
＊8＊10＊11

44,000円
（消費税抜き

40,000円）

バックガイドモニター
27,500円

（消費税抜き
25,000円） 

27,500円
（消費税抜き

25,000円） 
＊11

27,500円
（消費税抜き

25,000円） 

27,500円
（消費税抜き

25,000円） 

27,500円
（消費税抜き

25,000円）
＊10＊11

27,500円
（消費税抜き

25,000円） 

OTHERS  その他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ・
そ
の
他

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/非常時給電システム付） ＊24 44,000円（消費税抜き40,000円）

＊3＊18
アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊25
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＊26
ヒーター［ハイブリッド車のみ］、ヒーターリヤダクトなど）　　

＊5
＊27

44,000円
（消費税抜き

40,000円）

30,800円
（消費税抜き

28,000円）

44,000円
（消費税抜き

40,000円）

39,600円
（消費税抜き

36,000円）

26,400円
（消費税抜き

24,000円）

39,600円
（消費税抜き

36,000円）

全車標準装備　●ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）　●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

■“GR SPORT”はグレード名称ではありません。　■「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＜（消費税込み）’19年10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。　■“ブランノーブ®”はTBカワシマ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。　
■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLinkConsortiumの 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。　■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。


