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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
●先日仲間の一人が50代に突入しました！子供の頃
は50代はもうお爺ちゃんかと思ってましたがいざ自
分が近づいてみるとまだまだ成長してないと感じま
す。ただ体力は下降線なので上昇に持っていけるよう
トレーニング頑張ります。
（レスキュー隊長）
●そろそろ頼んだはずのジムニーの納期が気になり始
めました。過去２台のジムニーを乗り継いで分かった
のが”僕はオフロードには行かない！”です。というこ
とで今回の車は快適仕様にしますのでおすすめグッズ
あったら教えてください。 （バーベキュー課課長）

●先日胸に違和感があり病院へ行くと”粉瘤”とのこ
とで早速簡単な手術をしてきました。皮膚の下に老廃
物が溜まり塊になるそうですが原因は不明とのこと。
人間の体は不思議が一杯ですね。

（ヒーロー）

●愛車FJクルーザーが我が家に来て早9年目。ボディ
の未塗装樹脂の白化が目立つように。そこでワコーズ
のスーパーハード未塗装樹脂用耐久コート剤を試し
たところ、
驚くほどの艶が！これ、超おすすめです！

（ファットボーイ）

●先日息子家族と３世代で沖縄旅行に行ってきまし
た。孫は初めての沖縄に興奮し朝から晩まで海でプー
ルで大暴れ！そんな孫の面倒を見ていたジイジは折
角の休みなのにもうクタクタです（汗）体力トレーニ
ング始めようかな。
（ロッキービーチ）

S・A・F INPRESSION

トヨタ初、BEV（バッテリー式電気自動車）のSUV
「bZ4X」がリース専用車（KINTO)として登場。オン
ロードでの操安性はもちろんのこと、ラフロードでの
走破性も優れています。5月に富士スピードウェイ
（静
岡）
、6月に泉大津フェニックス
（大阪）
にて先行試乗会
が行われました。オフロード体験を担当させていただ
きましたので、
その模様をご紹介します。

富士スピードウェイ特設オフロードコース
岩石登坂路やモーグル、ダートなど自然の地形を
生かした特設オフロードコース。ｂZ4Xは最低地
上高が180㎜と、SUVの中では決して十分なク
リアランスを確保しているわけではありません
が、フラットな下回りで障害物にヒットしづらく、
BEV専用プラット―フォーム「e-TNGA」採用に
より剛性感のある安定した走りを見せました。今
回、トヨタ車で初めて「X-MODE」を採用。砂利道
や雪道など滑りやすい路面で有効な「SNOW・
DIRT」モード、深雪や泥道など走行が困難な状態
を走破する「DEEP SNOW・MUD」モードを随所

で使い、オフロード走行をお楽しみいただき
ました。岩場の走行では床下透過表示機能付
きのパノラミックビューモニターが大活躍。
直接確認の出来ない路面状況を見ることが出
来るので、正確なライン取りが出来、
安心して
ドライブが出来ます。

泉大津フェニックス特設コース
ラフロード車用体験キットを使い、悪路走破
性を体感していただきました。参加者の皆様
は初めての走行体験でしたが、床下透過表示
機能付きのパノラミックビューモニターの
おかげで脱輪することもなくスムーズに走
行できました。ｂZ4Xは、オンロードの操安
性を重視はしていますが、日常で出会うであ
ろう悪路（雪、砂利、泥道など）はX-MODEで
しっかり対応することが出来ます。

【モーグルセクション】

対角線においたキットに乗り上げると、タイヤが前後1輪
ずつ浮いて空転する仕組み。X-MODEを「DEEP SNOW・
MUD」にして走破します。シーソーのように車が傾き、タ
イヤが派手に浮き上がるシーンでは驚きの声が上がってい
ました。

【ローラーセクション】

ローラーに乗り上げ、雪道等でのスリップ状態を再現。通
常のTRCだとなかなか脱出できませんが、
「X-MODE」を使
い、難なく脱出する体験。外から見学すると、空転している
タイヤにブレーキがかかり、一瞬回転が止まる様子が分か
ります。

【登降坂セクション】
【バンクセクション】

高さ50㎝の台に乗り上げると、車体は横に約20度傾きま
す。低重心＆高剛性のプラットフォームは傾いても安定し
た走りを見せます。キットの入口でボディにねじれが生じ
ても、きしみ音は一切せず、その状態でもドアの開け閉め
が可能です。

傾斜20度の上り下りを体験。ここではX-MODEの「Grip
Control」を使って走行。2～10㎞/ｈの間で選んだ速度を
維持し、上りも下りも角度に関係なく一定のスピードを
保ってくれるので、ドライバーはハンドルに集中が出来ま
す。スリップするような悪路でも、ブレーキ制御をかけなが
ら走破していきます。

ランドクルーザー FES＆施設外イベントのご紹介
「すまいる博新緑総力祭
ランクルフェス
 in すまいる館」

開催日：令和4年5月14日
場 所：トヨタすまいるライフ本社
主 催：トヨタモビリティ東名古屋㈱

イベントに出展される
トヨタモビリティ東名
古屋様のお手伝いで
ランクルフェスを担当
させていただきました。
家族連れが多く、お子
さまにも喜んでいただ
きました。

「トヨタ・レクサス
合同研修会＆試乗会

in 富山」

開催日：令和4年5月20～21日
場 所：おわらサーキット
主 催：トヨタモビリティ富山㈱

「レクサスLX600

体験試乗会」

TAG CARAVAN

in 徳島」

開催日：令和4年5月28～29日
場 所：徳島トヨタ徳島店
主 催：徳島トヨタ自動車㈱

当日は天候にも恵まれ、
たくさんのお客様にご
来場いただきました。
ランクル300納車待ち
の方には機能解説も特
にしっかりとさせてい
ただいた事で、より一
層納車を心待ちにされ
ていました。

「札幌ドライブ王国」
昨年に引き続き、札幌
地区のオールトヨタに
よる大規模イベントが
開催され、オフロード体
験試乗コーナーを担当
させていただきました。
開催日：令和3年6月25～26日
場 所：札真自動車学園

初日はスタッフ向け研
修会、2日目は一般のお
客様を対象とした体験
試乗会を行いました。レ
クサスLX600のお客様
向けオフロード体験試
乗会は恐らく日本初だ
と思います。

開催日：令和3年6月3～5日
場 所：富士スピードウェイ
主 催：富士スピードウェイ

スーパー耐久観戦のお
客様を対象にLX600
の体験試乗会が行われ
ました。岩場やモーグ
ルなど本格オフロード
コースを難なく走破し
てみせ、ランクル300
同等の悪路走破性を体
感していただきました。

今後の予定はこちら

５～ ７日 
MTGモータースポーツフェス
8月
（スポーツランドSUGO)
20～21日
カラフルタウン岐阜
10～11日
トヨタカローラ苫小牧
17～18日
9月
熊本トヨタ、
岡山トヨタ
23～24日
千葉トヨタ

トヨタ公式
ランドクルーザー
ブランドサイト

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。
施設ご利用のお客様
貸切でのご利用や、オフロード体験走
行、イベントなど、ご要望に合わせて
ご提案させて頂きますので、お問合せ
ください。

■ご利用のお客様

NEWS
DIGEST

・トヨタ自動車㈱様（6回）

・トーヨータイヤ㈱様（3回）
・横浜ゴム㈱様（3回）

5月

May
&
June
6月

・三菱自動車工業㈱様（1回）

・㈱ジェイテクト様４WD体験
・トヨタ車体㈱様４WD体験

・豊田リトルシニア様BBQ場貸切り

・4WDショップGROW様団体走行（21台）
・トヨタ自動車㈱元町工場様親睦会31名様
・グッドスピード様親睦会

九州北部地区販売店様４WD体験
九州北部地区
（福岡・佐賀・長崎・大分）
の
販売店様291名様を対象に、4日間にわ
たり４WD研修を担当させていただき
ました。
（トヨタモビリティパーツ㈱九
州北部統括支社様主催）
大人数のため３～4班に分かれてい
ただき、①オフロード走行体験 ②パ
ワートレーンの仕組みと特徴実演見学
③車両転倒脱出体験 の3カリキュラム
を行い、普段では体験する機会のないオ
フロード走行ではトヨタSUVの圧倒的
な悪路走破性に感心されていました。

SAFオリジナルグッズの
ネットショップ紹介

ランクル生誕70周年を記念したＴシャツや、ランクル
４０のロゴの入ったアウトドア用チタンマグ＆シェラ
カップ等がご来店いただかなくてもご購入いただけます。

https://sanage5551.stores.jp/

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

SAFちゃんねる

