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SAFには非日常がある
走る
4WDコース

食べる
バーベキュー

憩う
デイキャンプ

学ぶ
4WD研修

スタッフメッセージ
皆様のご来場をお待ちしています！

SAFちゃんねる

YouTubeへ

●新車購入は“悩んでいる時が一番楽しい”と先輩に言
われましたが、優柔不断な私はこの大きさが本当に必要
か？燃費重視でHV？価格重視か？2WDか4WD？…
次回『この車に決めた！』をお楽しみに。
� （ヒーロー）

●今年の冬はコロナの影響もあり家に篭ることが多い
ですが、時間があるおかげで若い頃を思い出しバイク弄
りに精を出そうと思います！早く暖かくなってツーリ
ングにも行きたいなぁ。
� （ロッキービーチ）

●家の車が10年10万キロを超え、そろそろ新車に…で
も、子供の受験・塾・部活など今後の出費に悩んでいたら
『バイク売ったらいいじゃないですか！』と一番若い社
員が言うのです。今の若い者は夢がないですね（笑）
� （レスキュー隊長）

●先日SAFに植えた枇杷の花が9年の年月を経てついに
花が咲きました！私夫婦はまだ結婚して4年で何も咲い
てなく諦めムードでしたが、勇気を貰ったのであと5年
もすると綺麗な花が咲くことを楽しみに頑張ります。
� （バーベキュー課課長）

●我が愛車FJクルーザーも、今年の2月で8年目を迎え
ます。これまで大きな不具合もなく、元気に走ってくれて
います。夢は北海道＆九州を走り回ること！でも現地に
行くまでも魅力的な場所が多くてたどり着けるかな(笑)
� （ファットボーイ）



創業以来続いているＳＡＦＣＵＰも、今回で
26回目を迎えることが出来ました。コロナ禍
ではありましたが、スタッフ、参加者、入場者
全員で感染予防対策をしっかりと行い、無事
に開催をすることが出来ましたので、その模
様をご紹介します！

開催日時：�2020年11月29日（日）9：00～16：00
参加台数：�57台（エントリー60台キャンセル3台）
内　　容：�4セクションのトライアル競技会
　　��　　�ホイールベースの長さによ

りショート・ミドル・ロン
グの3クラスに分け、各セ
クションの加減点を合計し、
総合計点で順位を決定。

第26回SAF	CUP争奪4WD競技会	ご報告！

SAF CUP



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。

「ランドクルーザー体感試乗会」
開催日：令和2年10月17～18日
場　所：ツインプラザ青森西店
主　催：青森トヨタ自動車㈱
「2014年のランクル70復刻以来、
毎年呼んでいただいておりますが、
10月開催は初となります。寒い中
での開催となりましたが、非常に温
かい雰囲気の中、多くのお客様にご
体感いただきました。」

優　勝　青木さん
準優勝　曽我さん
３　位　鈴木（裕）さん

優　勝　西岡さん
準優勝　菊池さん
３　位　中川さん

優　勝　右近さん
準優勝　伊賀さん
３　位　匹田さん

優　勝　右近さん
準優勝　青木さん
３　位　曽我さん

「MTG四駆祭り＋スタッフ研修」
開催日：令和2年10月22～26日
場　所：スポーツランドSUGO
主　催：宮城トヨタグループ
「スポーツランドSUGOのオフロー
ドコースにて宮城トヨタグループ
のスタッフ４WD研修を担当させ
ていただきました。最終日に行われ
たMTG四駆祭りでは、一般のお客
様にも楽しんでいただきました。」

「ランクルフェスin愛媛」
開催日：令和2年10月24～25日
場　所：東温市（フジグラン重信）
主　催：愛媛トヨタ自動車㈱
「今回は初めてショッピングセン
ター駐車場での開催となりました。
予約は早々にすべて埋まり、当日枠
にもたくさんのお客様にご来場いた
だきました！」

【結　果】

今大会では、愛知スズキ様とヨコハマタイヤ様にブー
スの出店を、愛知トヨタ様にRAV4�PHVによる「PHVカ
フェ」をお手伝いいただきました。
競技会の結果ですが、これまで、総合優勝はほとんどが
ジムニーでしたが、今大会は初めて、ロングクラスのラ
ンクル８０が優勝することができました！
まだまだ大変な時期が続きますが、次回はマスク不要で
開催が出来ることをスタッフ一同、切に願っております。

ショートクラス
ジムニー・軽カー

ミドルクラス
ホイールベース2,500㎜未満

ロングクラス
ホイールベース2,500㎜以上 総合

ランクルフェス



S・A・F INPRESSION歴代試乗車紹介
VOL.2　【ランドクルーザー80系】1989年～1998年
ランドクルーザー60系がフルモデルチェンジし、80系へと進化。大き
な変更点としては、サスペンションがリーフスプリング（板バネ）から
コイルスプリングに、パートタイム4WDからフルタイム4WD（一部グ
レードを除く）となりました。エンジンはガソリンとディーゼルがあり、
NOxPM法施行前ということもありディーゼルの割合が多かった。
強固なフレーム構造や悪路に強いリジットサスペンションはそのまま
に、乗り心地やハンドリングの大幅な改善、豪華な装備によりラグジュア
リーSUVの先駆けとなったモデル。

HDJ81V（後期）　VXリミテッド（AT）
4.2Lディーゼルターボ搭載
純正ウインチ　前後デフロック付き
＜カスタム箇所＞
サスペンション：�4×4�Engineering�Services�

カントリーサスペンション
タイヤ：�ヨコハマタイヤ�

ジオランダーAT-S　285/75R16
ホイール：アイバワークス

ＳＡＦで活躍するクルマ

施設の竣工式（94年）に、当時アラコ㈱（現トヨ
タ車体㈱・トヨタ紡織㈱）が参戦していたパリ・
ダカールラリーのラリー車（浅賀Dr）が走り初
めを行いました。

SAFに現存するランクル80。主にレスキューや競技会のコース試走に使用するため、前後バン
パーやサイドステップ等にその痕跡を残す。

LAND	CRUISER
（ランドクルーザー）

これまでにSAF施設内で
活躍したハチマル。

80系



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）
◆レンタル・遊覧走行体験時の検温実施
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
・トヨタカローラ名古屋㈱5年次研修20名様
・トヨタカローラ名古屋㈱スタッフ研修36名様
・CRO㈱7名様
・トヨタモビリティパーツ静岡支社28名様
・トヨタモビリティパーツ㈱内定者22名様
・トヨタ自動車㈱東アジア・オセアニア部41名様
・トヨタモビリティパーツ愛知支部内定者16名様
・トヨタ情報システム愛知㈱9名様
・㈱デルフィス9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
・B-STYLE�Racing�project様団体走行
・LexusInternational69名様
・㈱グッドスピード10名様
・JOINT様団体走行

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
・豊田市浄水北小学校　生活科「町探検」5名様
・TOYOタイヤ様ご視察
・トヨタモビリティパーツ茨城支社様ご視察
・トヨタカローラ新茨城㈱様ご視察
・トヨタ技術会様コース貸切り
・㈱ブリヂストン様コース貸切り
・トヨタチームランドクルーザー様コース貸切
・レッツゴー4WD様撮影利用
・トヨタ車体㈱様コース貸切り
・トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント様コース貸切り
・トヨタ自動車㈱実験部様コース貸切り
・トヨタ自動車㈱様コース貸切

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。 11月

November&
December

NEWS	
DIGEST

12月



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

◯文 ◯文 〒
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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
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