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●秋の気配が少しずつ色濃く
なってきました。いよいよツー
リングの季節到来です！今年は
コロナの影響で愛知にいる時間
が長いのでロングツーリングで
も計画しよう！！でもついつい
行先が食べ物中心になっちゃう
んだよなぁ。�（ファットボーイ）

●行きつけのコ〇ダ珈琲が閉店
でコ〇ダロスな今日この頃。食
欲の秋をグッと堪え、健康第一
運動の秋ということで体内年齢
と見た目のギャップを取り戻し
たいと思います。短期目標40歳
まであと▲4！でも実年齢は31
歳…� （ヒーロー）

●つい数年前は１日でも長く感
じたのに特にSAFに来てからは
１年過ぎるのがめっちゃ早い！
１分１秒今を大切にそしてコ
ロナになんか負けず、充実した
日々を送るぞー！　次はどこ連
れて行ってくれるのかなぁ？
� （ロッキービーチ）

●コロナの影響で今年の出張
は１／５以 下 に！ で も１０
月は５会場でイベント予定
が入ってます。こんな時だか
らこそ皆さんを笑顔に出来
るよう感染対策をしっかり
し、暴飲暴食に注意しながら
楽しんでやりたいと思います。�
� （レスキュー隊長）

●毎回毎回報告している愛車の
現状。今回はラジエターファン
とサーモスタッドが逝ってしま
いました…こんなにボロボロで
も長年付き合ってくると情が湧
き中々お別れしにくいんですが
これって夫婦関係に似てますね。
� （バーベキュー課課長）



開 催 日：2020年7月19日（日）
参加台数：20台
内　　容：3セクション制のトライアル競技会
天候にも恵まれ、絶好の競技会日和となりました。
日ごろのうっ憤を晴らすかのように、皆さん熱い走りを見せていただき
ました！世界初？車でのスイカ割りも登場し、大いに盛り上がりました。

モーグル ロック

一本橋 スイカ割り

2020年度「K.O.O.」が開催されました

【結　果】
優　勝　塚本さん（ジムニー）
準優勝　北風さん（ジムニー）
３　位　河野さん（ラングラー）

K.O.O.



ランドクルーザーＦＥＳのご紹介！
全国各地で開催中の「ランドクルーザーＦＥＳ」の模様をご紹介します。
同キットを使った出張４ＷＤ研修（ＲＡＶ４用も有り）も承っておりますのでお問い合わせください。
※ＳＡＦで担当したイベントのみご紹介します。

「ランクルフェスin熊本」
開催日：令和2年7月3～5日
場　所：熊本グランメッセ
主　催：熊本トヨタ自動車㈱
「あいにくの雨模様でしたが、たくさん
の方に体験していただけました」

「ランクルフェスin山形」
開催日：令和2年8月1～2日
場　所：山形ビッグウイング
主　催：山形トヨタ自動車㈱
「2015年から毎年ご依頼をいただいて
おります。10月もよろしくお願いいた
します！」

【今後の予定】
10月
3 ～ 4 日　�高知トヨタ自動車㈱�

ぢばさんセンター（高知市）
10～11日　�山形トヨタ自動車㈱�

いろり火の里（三川町）
17～18日　�青森トヨタ自動車㈱�

新店舗
24～25日　�愛媛トヨタ自動車㈱�

フジグラン重信（東温市）
24～25日　�宮城トヨタ自動車㈱�

スポーツランドSUGO
11月
14～15日�　神奈川トヨタ自動車㈱�

　開催場所未定
※日程および開催場所は変更となる場合があります。詳細は各社までお問い合わせください。

ランクルフェス



S・A・F INPRESSION試乗車紹介
国内唯一のピックアップトラック「トヨタ�ハイラックス」がマイナー
チェンジしました、ポイントは3つ。
①デザイン変更によりタフさ、力強さをより強調。
②�プリクラッシュセフティーなどの安全機能追加やエンジンの改良、
アイドリングストップ機能追加、水冷式インタークーラー採用によ
り、燃費や安全性を向上。
③�サスペンションを改良し、操安性や乗り心地を向上。オートLSD追
加により２WD時での安定性・走破性を向上。
※②③はグレードにより装備の違いあり。

今回のマイナーチェンジで、サスペン
ションに改良が入りました。ダンパー
のチューニングやリーフスプリング、
ブッシュ類の変更により、マイナー
チェンジ前に比べ段差を越えた時の強
い入力が軽減されています。エンジン
にもチューニングが入り、水冷式イン
タークーラーやアイドリングストップ
の採用により燃費が改善されたほか、
ローレンジ走行時にアクセルの踏み込
み量に対して勢いよく出過ぎていたの
が改善されました。

走行インプレッション

全長：5,340mm
全幅：1,855mm
全高：1,800mm
最低地上高：215ｍｍ
ホイールベース：3,085㎜
最小回転半径：6.4m
駆動方式：パートタイム式4WD
エンジン：2.4L直列4気筒ディーゼルターボ
最高出力：110kw(150PS)/3,400r.p.m.
最大トルク：�400Nm(40.8kgf・m)�

1,600～2,000r.p.m.
タイヤサイズ：265/65R17
トランスミッション：6速AT
制御装置：�A-TRC（TRC）、Rデフロック、DAC、

オートLSD、HACなど
※グレードにより違いあり

スペック

HILUX
（ハイラックス）

詳しくはこちら▶

TOYOTA車
ホームページ



感染拡大予防策としまして、以下の実施およびご協力をお願いしております。
（施設側の対策）
◆従業員のマスク着用
◆消毒液による手指消毒
◆受付時のハウスへの入場者数制限
◆ハウス入り口での受付用紙記入
◆トイレ利用時の導線（一方通行）
◆喫茶の休業
◆ＢＢＱ場およびデイキャンプ場の区画数制限
◆レンタル車両の消毒作業（利用毎）

（お客様へのお願い）
◆施設利用時のマスク着用
◆手指消毒
◆�問診票の記入（体調、渡航歴、濃厚接触
の有無）

ご理解・ご協力の程よろしくお願いいた
します！

新型コロナウイルス感染拡大予防策について

四輪駆動車の機構や仕組みを実車で分
かりやすく説明いたします。実走行で
はトヨタＳＵＶの悪路走破性や制御装
置の働きをご確認頂けます。

4WD研修でご利用のお客様 ■ご利用のお客様
・株式会社デンソー様　コース貸切
・株式会社アドヴィックス様
・トヨタ車体株式会社新入社員研修113名様

バーベキュー場を貸切ってのご利用も
可能です。オフロード走行体験も合わ
せてご提案させて頂きますので、お問
い合わせください。

親睦会等でご利用のお客様 ■ご利用のお客様
・豊田リトルシニア様　バーベキュー場貸切り
・近隣のバスケチーム様　バーベキュー場ご利用
・鬼頭工業株式会社30名様　バーベキュー場ご利用
・トヨタ自動車株式会社開発部7名様

TV番組や雑誌の取材でご利用いただ
きました。オフロード走行体験も合わ
せてご提案させて頂きますので、お問
い合わせください。

その他施設ご利用のお客様 ■ご利用のお客様
・４WD雑誌ジムニープラス様　撮影場所提供
・日本デザインセンター様　施設貸切り
・トヨタ名古屋自動車大学校13名様　SAF体験会
・新型ディフェンダー商品研修会様　5日間貸切り
・日本ミシュランタイヤ株式会社様　施設貸切り（2日間）
・トヨタ自動車株式会社広報部様　施設貸切り

あんなことや、こんなこと、いろんな事がいっぱい！
多くのお客様にご利用頂いております。 7月
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Life Creation Co.,Ltd.
〒470-0374　愛知県豊田市伊保町向山16-1
TEL 0565-46-5551　FAX 0565-46-5550

https://www.lc-saf.co.jp
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HOW TO ACCESS
◆東名名古屋インターより16km
◆東名三好インターより9Km
◆東名豊田インターより8km
◆東海環状自動車道勘八インターより7km

車
◆愛知環状鉄道四郷駅より2km
◆名鉄豊田線上豊田駅より0.8Km
◆名鉄豊田線浄水駅より1.6km
◆愛知環状鉄道貝津駅より1km

鉄
道

Webを通じてお得な情報や施設内外での活動をご紹介していきます！

SAFちゃんねる




