
特別仕様車



Photo：特別仕様車 WS“Black Edition”（2WD）［ベース車両はWS（2WD）］。ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉は特別設定色。
内装色のレッドは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。アクセサリーコンセントはメーカーオプション。
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「黒」と「赤」の衝撃が走る。
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生誕40周年を飾る特別仕様車
　　　　　　　　  登場。



鮮烈な空間が、走りの昂奮を呼び覚ます。
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1 18インチアルミホイール（ブラック塗装）　 2 ヘッドランプ（スモークエクステンション）　 3リヤコンビネーションランプ（スモークエクステンション＊）　 4 フロントロアグリルモールディング（スモーク調）
5 本革シート表皮（レッド）＜設定あり★＞　 6 本革シート表皮（ブラック）　 7 シートヒーター（運転席・助手席）　 8 助手席4ウェイパワーシート（前後スライド＋リクライニング）　
フロントカップホルダーリング（サテンメッキ加飾）
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★：設定あり（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。　＊バックアップランプ部のエクステンションにはスモーク加飾を施しておりません。
Photo（P.04）：特別仕様車 WS“Black Edition”（2WD）［ベース車両はWS（2WD）］。内装色のレッドは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。アクセサリーコンセントはメーカーオプション。　Photo（P.05上）：特別仕様車 WS“Black Edition”（2WD）［ベース車両はWS（2WD）］。

（左）内装色のレッドは設定色（ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります）。（右）内装色はブラック。JBLプレミアムサウンドシステム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。

INTERIOR  RED ＜設定あり★＞ INTERIOR  BLACK

4 7 8
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プラチナホワイトパールマイカ〈089〉＊1

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

エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉＊2

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Ⅱ〈3U5〉［2SC］＊4

プレシャスブラックパール〈219〉＊2 特別設定色

ボディカラー〈カラーコード〉 内装色

MONO
TONE

プラチナホワイトパールマイカ〈089〉＊1

ブラック レッド
＜設定あり＞

プレシャスブラックパール〈219〉＊2
エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉＊2

TWO
TONE

＊5

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Ⅱ〈3U5〉［2SC］＊4

■特別設定 ■標準設定 ■メーカーオプション（注文時にご指定ください）

＊1. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉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. プレシャスブラックパール〈219〉、エモーショナルレッドⅡ〈3U5〉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＜82,500円（消
費税抜き75,000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Ⅱ〈3U5〉［2SC］はメーカーオプション＜104,500円（消費税抜き95,000円）＞となります。　
＊5. ルーフ、ドアミラー、フロントピラー、ドアウインドゥフレームモールディング、リヤピラー、
リヤスポイラーがブラックとなります。 
■「設定あり」「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8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。

2WD

メーカー希望小売価格※1
（消費税抜き）

4,208,000円
（3,825,455円）

北海道地区メーカー希望小売価格※2
（消費税抜き）

4,230,000円
（3,845,455円）

E-Four

メーカー希望小売価格※1
（消費税抜き）

4,406,000円
（4,005,455円）

北海道地区メーカー希望小売価格※2
（消費税抜き）

4,428,000円
（4,025,455円）

※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）’20年8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（12,690円＜’20年8
月時点の金額＞）が別途必要になります。詳しくは、取扱い販売店におたず
ねください。

トヨタ カムリ 特別仕様車 
WS“Black Edition”価格表

内外配色一覧表
●［　］はE-Fourです。　※1. 特別仕様車WS“Black Edition”の車両型式末尾には（A）が付きます。　※2. パノラマムーンルー
フを装着した場合は30kg増加します。　※3. 18インチタイヤを装着した場合は10kg増加します。　※4. 特別仕様車WS“Black 
Edition”は20kg増加します。　※5. 18インチタイヤを装着した場合は5.9mとなります。　※6. 18インチタイヤを装着した場合
は1,580mmとなります。　※7. 18インチタイヤを装着した場合は1,585mmとなります。　※8.18インチタイヤを装着した場合は
1,590mmとなります。　※9. 社内測定値　※10. パノラマムーンルーフ装着車（除くWS、およびE-Four）は室内高1,145mm。

●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。

全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます（2021年4月30日までに新規登録を受
ける車を対象）。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます（2021年3月31日までの新車登録車を対
象）。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2021年3月31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。

■“CAMRY”“HYBRID SYNERGY DRIVE”“TOYOTA SAFETY SENSE”“OPTITRON”“VSC”“TRC”“ECB”“T-Connect”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

ベース車両 トヨタ カムリ 主要諸元表

WS“レザーパッケージ”
■車両型式・
　駆動方式・ 
　重量・性能 車両型式

2WD
（前輪駆動方式） 6AA-AXVH70-AEXSB（L） 6AA-AXVH70-AEXSB※1

E-Four
（電気式4輪駆動方式） 6AA-AXVH75-AEXSB（L） 6AA-AXVH75-AEXSB※1

車両重量 kg 1,600※2［1,680］ 1,580※3※4［1,660※3※4］
車両総重量 kg 1,875※2［1,955］ 1,855※3※4［1,935※3※4］
最小回転半径 m 5.9 5.7※5

燃料消費率 
（国土交通省審査値）

km/L 24.3［21.6］
市街地モード　km/L 20.1［17.1］
郊外モード　　km/L 27.2［24.3］
高速道路モード km/L 24.7［22.5］

燃料消費率 
（国土交通省審査値）  km/L ［24.6］

主要燃費改善対策 直噴エンジン、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
タイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機

■寸法・定員 全長×全幅×全高 mm 4,910×1,840×1,445［1,455］
ホイールベース mm 2,825

トレッド フロント mm 1,580 1,590※6
リヤ mm 1,585［1,590］ 1,595※7［1,600※8］

最低地上高※9 mm 145 ［155］
室内長×室内幅×室内高※9 mm 2,030×1,535×1,185※10
乗車定員 名 5

■エンジン 型式 A25A-FXS
総排気量 L 2.487
種類 直列4気筒
使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
最高出力〈ネット〉 kW（PS）/r.p.m. 131（178）/5,700
最大トルク〈ネット〉 N・m（kgf・m）/r.p.m. 221（22.5）/3,600 ～ 5,200
燃料供給装置 筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S）
燃料タンク容量 L 50

■走行装置 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

■トランスミッション トランスミッション 電気式無段変速機
■フロントモーター 型式 3NM

種類 交流同期電動機
最高出力 kW（PS） 88（120）
最大トルク N・m（kgf・m） 202（20.6）

■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 4.0［6.5］
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プレシャスブラックパール

プレシャスブラックパールは、ベース色を第一/第二で別設計。第二ベースでは顔料と
なるアルミ片（粒子）の並びを整える技術を採用し、力強い明暗のコントラストを実現
しました。また、表面のクリア塗装には塗膜に生じた変形を弾性(ばね)により回復さ
せ、傷がつきにくくするセルフリストアリングコートを採用しています。

セルフリストアリングコート
第二ベース
第一ベース
中塗り
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★印の装備はWS“レザーパッケージ”にも装着されています。　■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。　■「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。　■“Black Edition”“レザーパッケージ”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8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」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。　■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。　■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。　■“JBL”はHarman International Industries,inc.の商標です。

＊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. タイヤ空気圧警報システムは、スペアタイヤ（応急用タイヤ）装着（走行）時は4輪とも表示しません。
＊4. 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。
＊5. パノラマムーンルーフ（2WD）を選択した場合、オーバーヘッドコンソールは非装着となります。
＊6. ボディカラーの2トーン選択時はブラックとなります。
＊7. 排気ガスはマフラーカッターの内側1本から排出されます。
＊8. バックアップランプ部のエクステンションにはスモーク加飾を施しておりません。
＊9. 寒冷地仕様とLEDリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。

＊10. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
＊11. 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、販売店におたずねください。

＊12. シートサイド、シート背面の一部には人工皮革を使用しています。
＊13. CD・DVDデッキは販売店装着オプションとしてご用意しています。
＊14. 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。
＊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。

＊16. WS“レザーパッケージ”にはナビゲーションシステムが含まれます。WS“Black Edition”、WSにはナビゲーシ
ョンシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、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。

＊17. 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。

＊18. T-Connectナビキットまたはエントリーナビキット装着車のみ選択できます。カードホルダーは装着されません。なお、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。

＊19. 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。

＊20. CD・DVDデッキとおくだけ充電は同時装着できません。
＊21. CD・DVDデッキを選択した場合、コンソールトレイは装着されません。
＊22. 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。
＊23. アクセサリーコンセントを選択した場合、充電用USB端子は非装着となります。また、デッキアンダー

トレイの形状が変更となります。
＊24. 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。
＊25. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。
＊26. ご利用は、ワイヤレス充電の規格Qi（チー）に対応した一部の機器、もしくはQiに対応したアクセサリーを装着

した機器などに限られます。対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。トレイ寸法（タテ
約106mm、ヨコ約163mm）を超えるQi対応機器（アクセサリー類を含む）は、トレイに置くことがで
きないため、充電はできません。機種によっては正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があり
ます。ご使用になる前に必ず取扱書をご覧ください。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。

＊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。

＊28. 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。

特別仕様車 ベース車両

WS“Black Edition” WS“レザーパッケージ”
2WD / E-Four

■外装

足
回
り

235/45R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール
（ブラック塗装/センターオーナメント付） ＊1

235/45R18タイヤ＆18×8J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 51,700円

（消費税抜き47,000円）

215/55R17タイヤ＆17×7½Jアルミホイール
（シルバー塗装/センターオーナメント付）

スペアタイヤ（応急用 T155/70D17） ＊2＊3 2WD 11,000円（消費税抜き10,000円）＊4

マクファーソンストラット式フロントサスペンション スポーツ
仕様（2WD） 4WD スポーツ

仕様（2WD） 4WD スポーツ
仕様（2WD） 4WD

ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション

エ
ク
ス
テ
リ
ア

パノラマムーンルーフ（チルト＆スライド電動
［フロント側］/ワンタッチ式/挟み込み防止機能付）

2WD 143,000円
（消費税抜き130,000円）＊5

フロントバンパー スポーツ仕様

フロントアッパーグリル スポーツ仕様

フロントロアグリル スポーツ仕様

フロントロアグリルモールディング スモーク調

サイドマッドガード スポーツ仕様

リヤバンパー スポーツ仕様

リヤスポイラー カラード＊6

ドアウインドゥフレームモールディング メッキ＊6

マフラーカッター（左側） 2本出し＊7

■安全装備

視
界

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デイライト

スモーク
エクステンション

LEDフロントフォグランプ

リヤコンビネー
ションランプ

LEDタイプ（テール・ストップ・バックアップ・ターン・
サイドマーカーランプ）

スモーク
エクステンション＊8

LEDリヤフォグランプ（リヤコンビネーションランプ内蔵・右側のみ） ＊9

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）

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）］ ＊10

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）］

操
作
系

パドルシフト

スマートエントリー（運転席・助手席・トランク/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） ＊11

計
器
盤

オプティトロン2眼メーター（メーター照度コントロール付）

カラーヘッドアップディスプレイ 44,000円
（消費税抜き40,000円）

44,000円
（消費税抜き40,000円）

■内装

シ
ー
ト

シート表皮 本革（デザインパーフォ
レーション付）＊12★

本革（デザインパーフォ
レーション付）＊12

合成皮革
×ファブリック

フロントシート

運転席8ウェイパワー（前後スライド＋リクライニング
＋シート上下＋チルトアジャスター）

助手席4ウェイ（前後スライド＋リクライニング） パワー★ パワー マニュアル

電動ランバーサポート（運転席）

シートヒーター（運転席・助手席） ★

内
装

サテンメッキ
加飾

レジスターノブ（センター ･サイド）・メーターリング・
インサイドドアハンドル・ドアトリム

フロントカップホルダーリング ★

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・湿度センサー付・S-FLOW）

【その他の標準装備】　●タイヤパンク応急修理キット＊2　
●タイヤ空気圧警報システム（TPWS）＊3　●電動パーキン
グブレーキ　●ブレーキホールド　●LED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 (メッキ
加飾・ヒーター付レインクリアリングミラー・運転席側ワイド
ビュー )＊6　●車両接近通報装置　 ●S-VSC（ステアリング
協調車両安定性制御システム）　●ドライブスタートコント
ロール　●ヒルスタートアシストコントロール　●緊急ブ
レーキシグナル　●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）　●UV
カット機能付ウインドシールドグリーンガラス（高遮音性ガ
ラス・トップシェード付）　●UVカットフロントドアグリー
ンガラス（撥水機能付）　●UVカット機能付ソフトプライバ
シーガラス（リヤドア・バックウインドゥ）　●自動防眩イン
ナーミラー　●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）＊28　●6速シー
ケンシャルシフトマチック　●本革巻き3本スポークステアリ
ングホイール（ピアノブラック＋メッキ加飾）　●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・ハンズ
フリー・音声認識・オーディオ・レーダークルーズコントロー
ル・レーンディパーチャーアラート）　●ドライブモードセレ
クト（エコモード/ノーマルモード/スポーツモード）　●EV
ドライブモードスイッチ　●チルト＆テレスコピックステ
アリング　●マルチインフォメーションディスプレイ（7.0イン
チTFTカラー /メーター照度コントロール付）　●6：4分割可倒
式リヤシート（両側可倒＆トランクスルー機能付）　●ドアト
リム（ソフトレザー）　●ドアアームレスト（ソフトレザー［ス
テッチ付］）　●コンソールボックス表皮（ソフトレザー［ス
テッチ付］）　●リヤセンターアームレスト（カップホルダー
2個付〈フタ付〉/ソフトレザー）　●オーバーヘッドコンソール＊5
●コンソールトレイ＊21　●カードホルダー＊18　●「ナ
ノイー」 　●盗難防止システム（イモビライザーシステム＋
オートアラーム）［国土交通省認可品］　　など

特別仕様車 ベース車両

WS“Black Edition” WS“レザーパッケージ”
2WD / E-Four

■エンターテイメント

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、
MiracastTM対応【スマートフォン連携】
SDL（SmartDeviceLinkTM）、
Apple CarPlay＊15、Android AutoTM＊15
対応【T-Connect】ヘルプネット、eケア、
マイカーサーチ

JBLプレミアム
サウンドシステム、
センタークラスター
パネル一体型
8インチディスプレイ、
9スピーカー

80,300円（消費税抜き73,000円）＊16

センタークラスター
パネル一体型
8インチディスプレイ、
6スピーカー

＊16

T-Connectナビキット ＊17

エントリーナビキット ＊17

DCM（専用通信機）

TV［フルセグ］ ＊15

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） ＊18＊19

ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ ＊18

CD・DVDデッキ ＊20＊21

そ
の
他

アクセサリーコンセント
（AC100V・1500W/コンセント2/非常時給電システム付）

＊4＊22
＊23

44,000円（消費税抜き40,000円）

アクセサリーソケット（DC12V・120W） ＊24

充電用USB端子（2個/コンソールボックス後部） ＊23＊25

おくだけ充電 ＊20＊26
13,200円

（消費税抜き12,000円）

寒冷地仕様（ウインドシールドデアイサーなど） ＊9＊27 22,000円（消費税抜き20,000円）

トヨタ カムリ 特別仕様車 WS“Black Edition” 主要装備一覧表

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのカムリ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 〜 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8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。 HDZ14100-2008

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



※「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/


