
イモビライザー搭載状況

トヨタ・カローラシリーズ

タイプ グレード 搭載状況
カローラアクシオ 1.3X 非搭載
カローラアクシオ 1.3X Gエディション オプション搭載
カローラアクシオ 1.5G 非搭載
カローラフィールダー 1.5G 非搭載
カローラルミオン 1.5G オプション搭載
カローラフィールダー 1.5G エアロツアラー 非搭載
カローラルミオン 1.5G エアロツアラー オプション搭載
カローラルミオン 1.5G エアロツアラー SORA オプション搭載
カローラルミオン 1.5G エアロツアラー チョコレート オプション搭載
カローラフィールダー 1.5G エアロツアラー･ダブルバイビー オプション搭載
カローラルミオン 1.5G オン ビーリミテッド 標準搭載
カローラルミオン 1.5G スマートパッケージ 標準搭載
カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー オプション搭載
カローラルミオン 1.5G チョコレート オプション搭載
カローラアクシオ 1.5X 非搭載
カローラフィールダー 1.5X 非搭載
カローラルミオン 1.5X 非搭載

カローラフィールダー 1.5X Gエディション
オプション搭載
（2006/10発売分のみ標準搭載）

カローラフィールダー 1.5X HIDセレクション 非搭載

カローラフィールダー 1.5X エアロツアラー
オプション搭載
（2006/10発売分のみ標準搭載）

カローラルミオン 1.5X エアロツアラー 非搭載
カローラフィールダー 1.5X スペシャルエディション 非搭載
カローラルミオン 1.5X チョコレート 非搭載
カローラアクシオ 1.5ラグゼール 標準搭載
カローラフィールダー 1.8S 標準搭載
カローラルミオン 1.8S オプション搭載
カローラフィールダー 1.8S エアロツアラー 標準搭載
カローラルミオン 1.8S エアロツアラー オプション搭載
カローラルミオン 1.8S エアロツアラー SORA オプション搭載
カローラルミオン 1.8S エアロツアラー チョコレート オプション搭載
カローラフィールダー 1.8S エアロツアラー･ダブルバイビー 標準搭載
カローラルミオン 1.8S オン ビーリミテッド 標準搭載
カローラルミオン 1.8S スマートパッケージ 標準搭載
カローラフィールダー 1.8S ダブルバイビー 標準搭載
カローラルミオン 1.8S チョコレート オプション搭載
カローラルミオン 1.8X 非搭載
カローラⅡ 1300スーパーウインディ 非搭載
カローラルミオン 50周年記念特別仕様車 1.5G オン ビー オプション搭載
カローラフィールダー 50周年記念特別仕様車 1.5X ライト オプション搭載
カローラルミオン 50周年記念特別仕様車 1.8S オン ビー オプション搭載
カローラアクシオ 50周年記念特別仕様車 Gクラシコ オプション搭載
カローラレビン BZ-G 非搭載
カローラレビン BZ-G スーパーストラットサスペンション 非搭載
カローラレビン BZ-R 非搭載
カローラレビン BZ-R V仕様 非搭載
カローラレビン BZ-V 非搭載
カローラツーリングワゴン BZツーリング 非搭載
カローラⅡ CD 非搭載
カローラ DX 非搭載
カローラFX FX-G 非搭載



イモビライザー搭載状況

カローラFX FX-GT 非搭載
カローラFX FX-GTV 非搭載
カローラFX FX-L 非搭載
カローラFX FX-V 非搭載
カローラFX FX-VS 非搭載
カローラFX FX-ZS 非搭載
カローラレビン FZ 非搭載
カローラレビン FZリミテッド 非搭載
カローラセレス Fタイプ 非搭載
カローラセレス Fタイプ エクストラパッケージ 非搭載
カローラセレス Fタイプ リミテッド 非搭載
カローラ G 非搭載

カローラアクシオ G
オプション搭載
（2006/10発売分のみ標準搭載）

カローラレビン G 非搭載
カローラ G Lパッケージ 非搭載
カローラ G Lパッケージ･ナビエディション 非搭載
カローラ G リミテッド オプション搭載
カローラ G リミテッド･ナビスペシャル オプション搭載
カローラ G リミテッドナビエディション オプション搭載
カローラⅡ GL 非搭載
カローラ GT 非搭載
カローラFX GT 非搭載
カローラレビン GT 非搭載
カローラレビン GT APEX 非搭載
カローラレビン GT APEX スーパーストラットサスペンション 非搭載
カローラレビン GT APEX リミテッド 非搭載
カローラFX GT スーパーストラットサスペンション 非搭載
カローラレビン GT-Z 非搭載
カローラセレス Gタイプ 非搭載
カローラセレス Gタイプ エクストラパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリング 非搭載
カローラワゴン Gツーリング 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリング 4WD 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリング エアロルックパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリング スポーツルックパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリングディグニス 非搭載
カローラツーリングワゴン Gツーリングリミテッド 非搭載
カローラワゴン L 非搭載
カローラ LX 非搭載
カローラ LXリミテッド 非搭載
カローラ LXリミテッド サルーン 非搭載
カローラ LXリミテッド ビジネスパッケージ 非搭載
カローラワゴン Lエクストラ 非搭載
カローラワゴン Lエクストラ ツーリングパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Lツーリング 非搭載
カローラワゴン Lツーリング 非搭載
カローラツーリングワゴン Lツーリング 4WD 非搭載
カローラツーリングワゴン Lツーリング エクストラパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Lツーリング スポーツルックパッケージ 非搭載
カローラツーリングワゴン Lツーリングリミテッド 非搭載
カローラツーリングワゴン LツーリングリミテッドS 非搭載
カローラフィールダー S 非搭載
カローラランクス S オプション搭載
カローラレビン S 非搭載
カローラフィールダー S 202 標準搭載
カローラフィールダー S 40thアニバーサリーリミテッド 非搭載

カローラスパシオ S エアロツアラー
オプション搭載、
2003/04～標準搭載

カローラフィールダー S リミテッド 2004/02～標準搭載



イモビライザー搭載状況

カローラ SE 非搭載
カローラ SE-G 非搭載
カローラ SE-L 非搭載
カローラ SEサルーン 非搭載
カローラ SEサルーン Gパッケージ 非搭載
カローラ SEサルーン Gパッケージ 30周年記念車 非搭載
カローラ SEサルーン Lセレクション 非搭載
カローラ SEサルーン Lリミテッド 非搭載
カローラ SEサルーン リヴィエール 非搭載
カローラ SEスーパーリミテッド 非搭載
カローラ SEリミテッド 非搭載
カローラ SEリミテッド サルーン 非搭載
カローラ SEリミテッドG 非搭載
カローラFX SJ 非搭載
カローラレビン SJ 非搭載
カローラレビン SJリミテッド 非搭載
カローラⅡ SR 非搭載
カローラⅡ SR 4WD 非搭載
カローラ Sクルーズ 非搭載
カローラレビン Sリミテッド 非搭載
カローラ TX 非搭載
カローラⅡ TX 非搭載
カローラⅡ TX カスタムパック装着車 非搭載
カローラスパシオ V オプション搭載
カローラスパシオ V リミテッド･ナビスペシャル オプション搭載
カローラスパシオ Vパッケージ 非搭載
カローラスパシオ Vリミテッド オプション搭載
カローラ X 非搭載
カローラアクシオ X 非搭載

カローラスパシオ X
オプション搭載
（2005/09発売分のみ非搭載）

カローラフィールダー X 非搭載

カローラランクス X
オプション搭載
（2004/12発売分のみ非搭載）

カローラフィールダー X 202 オプション搭載

カローラスパシオ X Gエディション
オプション搭載
（2005/09発売分のみ非搭載）

カローラフィールダー X Gエディション 非搭載

カローラランクス X Gエディション
オプション搭載
（2004/02～発売分は非搭載）

カローラ X HID 40th アニバーサリーリミテッド 非搭載
カローラフィールダー X HID 40thアニバーサリーリミテッド 非搭載
カローラアクシオ X HIDエクストラリミテッド 標準搭載
カローラフィールダー X HIDエクストラリミテッド 標準搭載
カローラフィールダー X HIDスポーツセレクション 非搭載
カローラ X HIDセレクション 非搭載
カローラアクシオ X HIDセレクション 非搭載
カローラランクス X HIDセレクション 非搭載
カローラ X HIDリミテッド 非搭載
カローラアクシオ X HIDリミテッド 非搭載
カローラフィールダー X HIDリミテッド 非搭載
カローラ X Lパッケージ 非搭載
カローラ X Lパッケージ･ナビエディション 非搭載
カローラスパシオ X Sリミテッド オプション搭載
カローラフィールダー X Sリミテッド 非搭載
カローラ X アシスタパッケージ 非搭載

カローラランクス X エアロツアラー
オプション搭載
（2004/02～発売分は非搭載）

カローラアクシオ X スペシャルエディション 非搭載
カローラ X リミテッド オプション搭載
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カローラスパシオ X リミテッド 非搭載
カローラフィールダー X リミテッド 非搭載
カローラスパシオ X リミテッド スペシャルパッケージ 非搭載
カローラフィールダー X リミテッド･ナビエディション 非搭載
カローラ X リミテッド･ナビスペシャル オプション搭載
カローラフィールダー X リミテッド･ナビスペシャル 非搭載
カローラ XE 非搭載
カローラ XEサルーン 非搭載
カローラ XEサルーン リミテッド 非搭載
カローラレビン XZ 非搭載
カローラレビン XZリミテッド 非搭載
カローラスパシオ Xエクストラセレクション 非搭載
カローラスパシオ Xエクストラセレクション･スペシャルパッケージ 非搭載
カローラスパシオ Xエクストラセレクション･ナビパッケージ 非搭載
カローラセレス Xタイプ 非搭載
カローラセレス Xタイプ エクストラパッケージ 非搭載
カローラセレス Xタイプ リミテッド 非搭載

カローラランクス Xリミテッド
オプション搭載
（2002/09～発売分は非搭載）

カローラランクス Xリミテッド ナビスペシャル オプション搭載
カローラランクス Xリミテッド･ナビエディション 非搭載
カローラランクス Z オプション搭載

カローラランクス Z エアロツアラー
オプション搭載
（2004/04発売分のみ非搭載）

カローラⅡ ZS 非搭載
カローラレビン ZS 非搭載
カローラⅡ ZX 非搭載
カローラフィールダー Zエアロツアラー 非搭載
カローラワゴン アシスタ 非搭載
カローラワゴン アシスタエクストラ 非搭載
カローラワゴン アシスタエクストラ ツーリングパッケージ 非搭載
カローラⅡ ウインディ 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラⅡ ウインディ 4WD 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラⅡ ウインディ カスタムパック 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラⅡ ウインディ カスタムパック装着車 非搭載
カローラスパシオ エアロツアラー 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ エアロツアラー 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ エアロツアラー 2-3 非搭載
カローラ カスタムDX 非搭載
カローラスパシオ スパシオ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ 2-2-2 コンセプト バイ ミキハウス 非搭載
カローラスパシオ スパシオ 2-3 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Gパッケージ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Gパッケージ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Gパッケージ 2-3 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Lパッケージ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Lパッケージ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Lパッケージ 2-3 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Sパッケージ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Sパッケージ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ スパシオ Sパッケージ 2-3 非搭載
カローラⅡ スーパーウインディ 非搭載
カローラⅡ スーパーウインディ セーフティパッケージ装着車 非搭載
カローラⅡ スーパーウインディG 非搭載
カローラⅡ スーパーウインディG 4WD 非搭載
カローラⅡ ティアラ 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラⅡ ティアラ 4WD 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラアクシオ ハイブリッド 非搭載
カローラフィールダー ハイブリッド 非搭載



イモビライザー搭載状況

カローラアクシオ ハイブリッドG オプション搭載
カローラフィールダー ハイブリッドG オプション搭載
カローラフィールダー ハイブリッドG エアロツアラー オプション搭載
カローラフィールダー ハイブリッドG エアロツアラー･ダブルバイビー オプション搭載
カローラフィールダー ハイブリッドG ダブルバイビー オプション搭載
カローラセレス ブラックスペシャルエディション 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツGパッケージ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツGパッケージ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツGパッケージ 2-3 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツパッケージ 2-0-2 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツパッケージ 2-2-2 非搭載
カローラスパシオ ブラックスポーツパッケージ 2-3 非搭載
カローラセレス ブラックセレス Gタイプ 非搭載
カローラセレス ブラックセレス Xタイプ 非搭載
カローラスパシオ ホワイトパールスパシオ Gパッケージ装着車 非搭載
カローラスパシオ ホワイトパールスパシオ Lパッケージ装着車 非搭載
カローラスパシオ ホワイトパールリミテッド 非搭載
カローラⅡ ライム 1997/12発売分のみオプション搭載
カローラレビン ライム 非搭載

カローラ ラグゼール
オプション搭載、
2002/09～標準搭載

カローラアクシオ ラグゼール 標準搭載
カローラアクシオ ラグゼール aエディション 標準搭載

カローラ ラグゼール ナビエディション
オプション搭載、
2002/09～標準搭載

カローラ ラグゼール プレミアムエディション
オプション搭載、
2002/09～標準搭載

カローラⅡ リトラAR 非搭載
カローラⅡ リトラGPターボ 非搭載
カローラⅡ リトラSR-i 非搭載


