2

月号

さなげアドベンチャーフィールド
情報誌
「サフラン」

Contents

SAFには非日常がある
スタッフメッセージ
第27回SAFCAP争奪4WD競技会
ランドクルーザーFES＆
施設外イベントのご紹介
LC40再生計画Part４
ニュースダイジェスト

2022年2月1日発行
年6回 隔月誌
■発行人／山内 潔
■編集人／水野 真

114

Vol
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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

皆様のご来場をお待ちしています！

スタッフメッセージ
●最近５年生の長女がパパに冷たいんです（涙）服が
欲しい時やどこかに行きたい時だけ近づいて来てそ
れ以外は近寄りもしない…これも成長の証でしょう
が寂しい限りです。この寂しさをクルマとバイクと同
僚にぶつけるしかないな！
（レスキュー隊長）

●33歳で一人暮らしをはじめました！DELIは呼べる
し、夜にお菓子やラーメン食べても何も言われないし
良いこと尽くめです。今度は一緒に住んでくれる子を
探そっと！

（ヒーロー）

●今年は寅年ですね！僕も隊長も年男なので何か良
いことあるか楽しみです！虎穴に入らずんば虎児を
得ず…今年は何事にもチャレンジしていきたいと思
います。
まずはハワイかな
（笑）

（バーベキュー課課長）

●最近気になることがたくさん…小さい文字が見え
ない泣、すぐ足がつる痛、シワが増えた悲…柄にもな
くなぜか弱気汗々。私の心と身体の健康宣言「幸せホ
ルモンいっぱい出して老化に負けない」笑。

（ロッキービーチ）

●任天堂Switchのリングフィットアドベンチャー、
おススメです！RPGのように楽しみながら屋内で運
動が出来るので飽きずに続けられます。負荷を上げて
20分もやれば汗だくに！おなかを引っ込めたい方は
ぜひ！
（ファットボーイ）

第27回SAF CUP争奪4WD競技会
今回は受付開始早々続々と申込をいただき、あっ
という間に定員をオーバーしてキャンセル待ち
状態に！大会当日も未だコロナ禍ではありまし
たが、感染防止対策をしっかりと行い、
参加された皆様にも大いに楽しんで
いただけたかと思います。

結

開催日時：2021年12月5日（日） 9：00～16：00
参加台数：63台（エントリー64台キャンセル1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。

果

ショートクラス

ミドルクラス

ロングクラス

ホイールベース2,500㎜以上

総合

優 勝
準優勝
３ 位

優 勝
準優勝
３ 位

優 勝
準優勝
３ 位

優 勝
準優勝
３ 位

ジムニー・軽カー

鈴木
（公）
さん
石川さん
近藤
（国）
さん

ホイールベース2,500㎜未満

上野さん
西岡さん
浜地（正）さん

今年も全国各地よりランクル34台、ジムニー20
台、ラングラー5台、サファリ4台のエントリーが
ありました。今年はSAFを拠点とする
「さなげ組」
のメンバーが各部門の表彰台に上がる活躍を見
せ、大会を大いに盛り上げてくれました！モーグ
ルセクションではジムニーが転倒するハプニン
グもありましたが、その後も競技を続行するガッ
ツを見せてくれました。
未だコロナ感染状況も予断を許さぬ状況が続い
ておりますが、次回も開催できるようスタッフ一
同頑張ります！
この模様はトヨタ公式YouTube「ランクルちゃ
んねる」
にて放映中！

浜地（翔）さん
村田さん
成瀬さん

鈴木（公）さん
上野さん
西岡さん

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 栃木」
今回はオープン直前の
スキー場にてオフロー
ド体感試乗会を行いま
した。ランクル300と
ハイラックスのGR-S、
プラドの3台にてオフ
ロード体験キット＋ゲ
レンデ走行を楽しんで
いただきました

開催日：令和3年11月6日～7日
場 所：マウントジーンズ那須
主 催：栃木トヨタ

SUV体感イベント

in 富山」

今回はオートモール店
向かいの空き地にて体
感試乗会を行いました。
ランクル300の納車待
ちの方も多く、圧倒的な
悪路走破性に驚かれた
様子でした！

開催日：令和3年11月13日～14日
場 所：徳島トヨタ オートモール店
主 催：徳島トヨタ

「スタッフ研修

in 京都」

アウトドアショップ
CAMPALとのコラボイ
ベントで、キャンプ用
品の展示などと一緒に
体験会を行いました。
体験待ちの列は途切れ
ることなく大盛況でし
た！

オフロードコースの設
営およびインストラク
ターを担当させていた
だき、社員様のスキル
アップを目的としたオ
フロード走行訓練を行
いました。この経験を
販売活動に活かしてい
開催日：令和3年11月22日～23日 ただきたいです。
場 所：京都府
主 催：京都トヨタ

「ランクルフェス
 in トヨタ会館」

さなげアドベンチャーフィールドでは、オフ
ロード体験キットを使ってのイベントや４
WD研修を承っております。駐車場や空きス
ペースを使って、トヨタ最新SUVの悪路走
破性をご体感いただけます。重機を使っての
コース造成も可能です。

開催日：令和3年11月13日～14日
場 所：富山市総合体育館親水広場
主 催：トヨタモビリティ富山

開催日：令和3年11月27日
場 所：トヨタ会館
主 催：トヨタ自動車

「ランクルフェス

in 徳島」

トヨタ会館にて行われ
ましたランクルフェス
ですが、予約開始早々
に予約枠が埋まってし
まうという人気ぶりで、
当日は枠を増やしての
体験会となりました。
体験されたお子様か
ら素敵な絵が届きまし
た！

お問合せ先：さなげアドベンチャーフィールド
TEL : 0565-46-5551
Mail : sanage2@lc-saf.co.jp

ＬＣ４０再生計画
Part.4
ランクル生誕70周年を記念して、SAF オリジナル企
画として始まった「ランクル40再生計画」。繁忙期に
入り作業が一時ストップしておりましたが、冬に入り 【車両紹介】
型
式：BJ40V改
忙しさもひと段落してきましたので作業再開です！
車台番号：BJ40030754

初 年 度 登 録：昭和54年1月
原動機の種類：2B
走 行 距 離：不明

バラバラの部品をかき集め、とりあえず
形にした状態です。作業を進めていくに
あたり、案の定、足りないパーツやリユー
スできないパーツが出てきました。なに
せ40年以上前の車両です。補給が終了し
ている部品も多く、旧車オーナー共通の
問題点となっております。
エンジンはまだかかるかどうかは不明。
クラッチペダルを踏み込むことが出来
ないため、原因を探っていくとレリーズ
シリンダが動かない模様。こちらもオー
バーホールか交換が必要。
幌も激しく損傷しており、もはや修復が
難しい状態…。部品の補給が終了してし
まった今、昨年8月からスタートしていた
GRヘリテージパーツの動きが気になっ
ていたところ、朗報が！

速 報 !!

「'22東京オートサロン」で
ヘリテージパーツデビュー
SAFの「ランクル40再生計
画」
にも使えると良いな～！

「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」というお客
様 の 想 い に 応 え た い 。こ の よ う な 思 い で T O Y O T A
GAZOO RacingはGRヘリテージパーツプロジェクト
に取り組んでいます。

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
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。

その他施設ご利用のお客様
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。

■ご利用のお客様

11月
NEWS
ovember
DIGESTN &

・トヨタモビリティパーツ㈱26名様
・トヨタ神戸自動車大学校7名様
・ネッツトヨタ富山㈱27名様

December
12月

・日本工科大学校44名様

・㈱トヨタオートモールクリエイト10名様

■ご利用のお客様

・TOYOタイヤ様コース貸切2日間

・トヨタ車体㈱開発部様全施設貸切6日間
・TLC様全施設貸切5日間
・㈱アドヴィックス様コース貸切
・ジャガー・ランドローバー様全施設貸切り2日間
・日本ミシュランタイヤ㈱様コース貸切
・トヨタ車体㈱係長会様全施設貸切り
・トヨタ自動車㈱車両技術開発部様コース貸切（2日間）
・４WDショップ「JOINT」様走行会
・スズキ㈱様コース貸切（2日間）

第35回ランドクルーザーズミーティング（LCM)に参加しました！
2021年11月20～21日に静岡県裾野市にある
大野路ファミリーキャンプ場にて第35回ランド
クルーザースミーティング（LCM)が開催されま
した。SAFはランドクルーザーGR-Sとオフロー
ド体験キットを持込み、悪路＆オンロード体験
試乗会を担当しました。陸の王者である500台
以上の新旧ランドクルーザーが一堂に会する様
はまさに圧巻！運営スタッフも参加者も同じよ
うに楽しんでいるのが印象的で、ランクルオー
ナー同士の絆の深さを感じた2日間でした。

あいおいニッセイ同和損保
MS&AD INSURANCE GROUP
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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！
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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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