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皆様のご来場をお待ちしています！

スタッフメッセージ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
９～11月は全国各地でランクルフェスのお手伝いをさ
今年も残すところ，
わずかとなりました。
せていただきました。来年は一年を通してたくさんの笑
振り返ると2021年は，昨年に引き続き新型コロナウイ
顔に出会えますようスタッフ一同より一層精進してま
ルスの世界的な流行によって，これまでの常識が通じな
いります。どうぞよろしくお願いいたします。
い，そんな１年となってしまいました。そのため、施設閉
鎖や利用制限等で皆様にはご迷惑をお掛け致しました 【年末年始の営業のお知らせ】
ことをお詫び申し上げます。
12月19日
（日）
まで営業
（19日は個人会員無料走行Day）
夏以降、感染状況も落ち着いてきたこともあり、おか
12月20日
（月）
～22日
（水） 貸切り利用のみご利用可能
げさまで８月以降は大変多くのお引き合いをいただく
12月23日
（木）
～2022年1月6日
（木） 冬季休業
ことが出来ました。新型ランドクルーザーの発表もあり、 1月8日
（土）
～9日
（日） 新春イベント
（予定）

ビギナーのための

現在、
小型乗用車から大型ＳＵＶまで様々な車種に４ＷＤの設
定があります。一言で４ＷＤと言っても様々な種類があります。
また、
「４ＷＤだからどこでも行けちゃうから安心だね！」
と誤
解されている方も非常に多いです。そこで、このコーナーでは
４ＷＤの基礎知識を紹介するとともに、悪路走破性を高める
制御装置の種類や使い方についてご紹介していきます！

「４ＷＤ基礎講座」
第4回 フルタイム式4WD
①フルタイム式4WDとは？

パートタイム方式が手動で２WD⇔４WD
を切り替えるのに対し、フルタイム方式は
常に４WDなので切り替えの必要はありま
せん。

前回、パートタイム式4WDについてご紹介しましたが、今回
は「フルタイム式4WD」についてお話します。

【SAFで活躍中のフルタイム式４ＷＤ】

ランドクルーザー300

ランドクルーザー200

ランドクルーザー80

メガクルーザー

ランドクルーザープラド

②基本構造

フルタイム方式には、センターデフを配置
して前後の駆動配分を固定（LSDで可変する
タイプもあり）するタイプと、オンデマンド
方式で前後の駆動配分を可変させるタイプ
の2種類がありますが、ここではセンターデ
フ方式をご紹介します。センターデフは、グ
リップの良い路面でのカーブ走行時に発生
する前後車輪の回転数の差を調節するため
に必要となります（次号以降で詳しく解説
します）。

〇
メリット

・耐 久性に優れるため、大型SUVに採用される。
・2WDと4WDを切り替える必要がないため万人向け。
・セ ンターデフをロックする機構を備えた車両は極
悪路走破性に優れる（パートタイム4WDと同等）
・高速走行やカーブ時に安定感。

×

デメリット

・常 に4輪に駆動がかかるため、また、センターデフ
等の装備による重量増で燃費が悪くなる傾向。
・セ ンターデフがフリーの場合は、1輪でも空転が発
生するとスタックしてしまう。

次回は「スタンバイ方式」について解説いたします。

トヨタ公式
ランドクルーザー
ブランドサイト

ランドクルーザー FES＆施設外イベントのご紹介
「ランクルフェス

in 青森」
2014年より毎年ご依
頼をいただいておりま
す。新型ランドクルー
ザー（GR-S)とプラド、
ハイラックスでの体験
会となり、それぞれの
良さを知っていただけ
る機会となりました。

開催日：令和3年9月18日～19日
場 所：ツインプラザ青森本店
主 催：青森トヨタ、ネッツトヨタ青森

SUV体感イベント

in 愛知」

今回が初めての開催と
なります。当日はTLC
ラリー車の展示も行い、
終始にぎやかなイベン
トとなりました。

開催日：令和3年10月16日～17日
場 所：日進竹の山店
主 催：トヨタカローラ名古屋

「ランクルフェス

in 愛媛」

開催日：令和3年10月23～24日
場 所：フジグラン重信
主 催：愛媛トヨタ

今回で4回目となりま
す。２日間とも好天に恵
まれ、
試乗車３台がフル
稼働の大盛況ぶりでし
た！毎年楽しみにして
下さるご家族もおり、
終
始笑顔あふれる楽しい
イベントとなりました。

「ランクルフェス

in 山形」
山形トヨタ様は年2回
開催が定着し、こちらの
会場では3回目となり
ます。ランクル300の悪
路走行が体験できるこ
ともあり、例年にも増し
て終日賑わいました。

開催日：令和3年10月9日～10日
場 所：いろり火の里（三川町）
主 催：山形トヨタ

「MTG四駆祭り

in 宮城」

このイベントは、運営
側のスタッフもお客様
と一緒に楽しむことで、
その楽しさを営業や
サービスに生かすこと
も目的の一つとしてい
ます。あいにくの天候
でしたが、笑顔あふれ
開催日：令和3年10月16日～17日 る楽しいイベントとな
場 所：スポーツランドSUGO
りました。
主 催：宮城トヨタグループ

「ランクルフェス

in 島根」

昨年は感染症拡大のた
め残念ながらイベント
中止となりましたが、今
年は何と会場を変え
て2週連続の開催とな
りました！2 週目には
RAV４およびヤリスク
ロスの試乗体験も行い、
開催日：令和3年①10月23～24日 ご来場のお客様に楽し
②10月30～31日 んでいただきました。
場所：①トヨタウン安来②出雲店
主催：島根トヨタ

S・A・F INPRESSION 歴代試乗車紹介
VOL.6 【 FJクルーザー 】
2010年～2018年

2003年に北米のモーターショーで発表され、2006年に北米専売車とし
てリリースが開始されました。
製造は国内で行われ北米向けに輸出、日本
でも逆輸入して購入するケースが増えるほど人気が高まり、2010年以
降、
国内および他国向けに販売を開始しました。
外観はランドクルーザー
40系をオマージュ。丸目２灯に特徴のあるグリル、白いルーフのツート
ンカラー、一見2ドアに見える観音ドアの採用など利便性よりデザイン
を優先。国内は排ガス規制により大型SUVが次々と姿を消す中でのヒッ
ト商品となりました。

FJ CRUISER
2010～2018

国内モデルでは、エンジンは4.0LのV6ガソリン
（レギュラー）仕様で5速ATを採用、駆動方式は
パートタイム４WDのみの設定でしたが、海外モ
デルでは6速MT＋フルタイム４WD仕様もあり
ました。シャシーはランドクルーザープラドを
ベースにホイールベースを100㎜短縮、悪路走破
性および耐久性に優れます。悪路走破性を高める
制御では、
「アクティブトラクションコントロー
ル」および「リヤデフロック」をオプション設定（一
部グレードを除く）、2013年のマイナーチェンジ
では、ランドクルーザーに装着された「クロールコ
ントロール」をオフロードパッケージに標準装備
するなどオフロード走行を楽しむための要素が満
載でした。

ＳＡＦで活躍するクルマ
導入当初はトヨタドライブ王国やトヨタド
ライビングキッズなど施設外イベントでも
活躍。現在は４WD研修とレンタル走行で
使用中。

年
式：2013年
グ レ ー ド：オフロードパッケージ
エ ン ジ ン：1GR-FE型 V型6気筒4.0L
ガソリン
最 高 出 力：203kW (276PS)/5,600rpm
最大トルク：380N·m(38.8kgf·m)/4,400rpm
サスペンション：前 ダブルウィッシュボーン
後 4リンク式コイルリジット
制 御 装 置：アクティブトラクションコントロール
リヤデフロック
クロールコントロール

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。
4WD研修でご利用のお客様

■ご利用のお客様

9月
NEWS
ptember
DIGESTSe &

・トヨタカローラ名古屋株式会社 社員研修23名様

October
10月

〃
新入社員40名様
・愛知総合工科高等学校専攻科5名様
・ネッツトヨタ富山株式会社6名様

・全東洋ゴム労働組合30名様
・トヨタ車体株式会社 内定者研修62名様

・愛知トヨタ自動車株式会社 新入社員54名様
・トヨタカローラ名古屋株式会社 社員研修38名様
・トヨタ神戸自動車大学校229名様
・トヨタ車体株式会社様役員研修（2日間）

その他施設ご利用のお客様

■ご利用のお客様

・トヨタ自動車㈱様施設貸切り（新型車撮影など全9日間）
・京都トヨタ自動車㈱様施設貸切り
・トヨタ車体株式会社様施設貸切り（計4日間）
・㈱アドヴィックス様施設貸切り

SAFオリジナルグッズ
販売開始！
ランドクルーザー生誕70周年を記念してSAF
オリジナルグッズの販売を開始しました。ロゴ
はランドクルーザー40のエンブレムロゴを使
用。もちろんライセンス取得済みの正規品とな
ります。まずは第1弾として歴代ランドクルー
ザーのイラスト入りTシャツと、チタン製シェラ
カップ＆マグカップです。当面は店頭販売のみ
となりますが、準備が出来次第ネットショップ
でも販売いたしますので乞うご期待！

ランドクルーザー生誕70周年を記念
してオリジナルTシャツをつくりまし
た！背面には歴代ランクルのイラスト、
袖には「4WHEEL DRIVE」
「TOYOTA
Land Cruiser」のロゴ入りです。本体は
老舗アウトドアブランド「mont-bell」
製です。
モノづくりの街、新潟県・燕三条地区に
ある「belmont（ ベルモント）」のチタ
ン製シェラカップ＆スタッキングマグ
カップにランクル40のエンブレムを
レーザー印刷しました。
シングルなので
直火OKです。クルマに常備しておけば
ドライブ先で役に立つこと間違いなし
です！
※マグカップは11月上旬販売開始予定。

SAF個人会員限定
「無料走行DAY」 日時：2021年12月19日（日）
コロナウイルス感染症による施設利用制限や施設貸
切り等により、走行可能日をかなり制限させていただ
きました。そのお詫びとして個人会員様限定の無料走
行DAYを行います！今年の走り収めにぜひご来場く
ださい！

9：00～16：30
（最終受付15：30）
内容：個人会員様に限り「1時間」走行料金が無料
※同時走行が30台を超えた場合は、29台以下になる
までまでお待ちいただきますが、空いていれば何回で
もご入場いただけます！

あいおいニッセイ同和損保
MS&AD INSURANCE GROUP
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