
今回、カスタムもご依頼いただきましたの
でご紹介したいと思います。
まずは、「艶ありブラック塗装」フロントグ
リルを中心に、LCの特徴的な涙の様な
ヘッドライトガーニッシュとリアテールラ
ンプガーニッシュをブラックに塗装してお
ります。エアロとホイールはTRDのものが
カスタムされており、ホイールもブラック
塗装で引き締まってます。
そして、レッドキャリパーは、黒から赤へ
塗装させていただきました。
ぜひ、ご旅行に行かれた際にはLCもたく
さんお写真撮っていただけたらと思いま
す。またのご来店、お待ち致しております。

F様は、現行モデルRCのホワイトを探さ
れており、出会ったのが当店の車両でし
た。ご成約の決め手は車両状態の良さ。F
様は初見からこちらの車両をかなり気に
入っていたので、F様にご購入頂けて嬉し
かったです。そして納車時、あまりのカッ
コよさにF様から名言が出ました。
≪女性と車は後ろ姿≫
深いお言葉を頂きました！ まさにその通
りですよね。終始笑いの絶えない、楽しい
ご納車となりました。
F様、新しいお車で楽しいカーライフをお
過ごしください。この度は、ご納車おめで
とうございました。

高額なオプションパーツが多数ついた
「FK８」 兵庫県にお住いのH様へご納車
させて頂きました。惜しまれつつも生産
終了となったシビックタイプRは、中古車
市場で価格が高騰しているモデルです。
その中でも、こちらのFK８は「無限テール
ランプ」や「BLITZ製のリアマフラー」、
「カーボンエアインテーク」など有名
メーカーで仕上げられた1台。さらに
内装には、Defi製の追加メーター付き。
誰もが羨む仕様ですね。
今回のタイミングを逃されたら、この様
なFK8とは巡り合えなかったかも知れま
せんね。
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エンジン
オイル

GT-R(R35)
モービル1

期間 ： 2022年5月末まで
その他、どんなクルマでも、お得に高性能エンジンオイルに交換できます。

（工賃別途）

通常16,500円のところ
30％OFF+工賃500円で

12,100円
この「THE FREED TIMES」をサービスファクトリーにご持参の方

（税込）
（工賃込）

軽自動車
DAYTONA

通常2,640円のところ
30％OFF+工賃500円で

2,398円（税込）（工賃込）
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各店舗、LINE / Instagramで情報発信中！ぜひご登録ください。

名古屋長久手本店 名古屋インター店 トヨタインター店 小牧インター店 サービスファクトリー

一部値引き対象外のオイルがあります。
くわしくはスタッフまでおたずねください。

株式会社フリード
代表取締役社長鈴木 孝洋

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆さま、年末年始はどのように過ごされましたか？

私は冬期休暇の前日に、当社サービスファクトリーにて冬タイヤへの交換をしてもらい、

長野県の「白骨温泉」に行ってきました。ここ数年は暖冬と言われていたのが嘘のようで、

雪と氷柱を見ながら、露天風呂からの景色に心癒されました。

さてこの度、当社サービスファクトリーでは新型の「タイヤチェンジャー」を導入致しま

した。20インチを超える大型タイヤの交換作業をはじめ、これまで以上に安全・迅速

な作業が行える体制となっております。タイヤ預かりサービス「F・Storage」と合わせて、

是非ご利用くださいませ。

本ニュースレターをお読みの皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

詳しくは中面をご覧ください。

第4回 フリードゴルフコンペ
in 東名古屋カントリークラブ西コースin 東名古屋カントリークラブ西コース

【トヨタインター店】
F様　静岡県在住
レクサスRC300 Fスポーツ

【名古屋インター店】
H様　兵庫県在住
シビック タイプR

【名古屋長久手本店】
M様　愛知県在住
レクサスLC500 Sパッケージ

この度は数ある中古車販売の中から弊社
にて70最終型のランクルＺＸをご購入頂
き有難う御座います。
またレビュー投稿のご協力も感謝します。
こちらの良質のランクルはＢ様の為に入
庫したと言っても過言ではないほど本当
にご縁があったと思います。これだけの
ランクルも市場では滅多に手に入らない
と思います。
念願のランクルで素敵なカーライフをお
くって頂ければ幸いです。
遠方にお住まいですが愛知県方面にお越
しの際はランクルのお話など含め是非、
お立ち寄りくださいませ。

【小牧インター店】
B様　滋賀県在住
ランドクルーザー4.2 ZX

Link to SNS

会場レンタル無料
作品発表の空間を提供します

名古屋長久手本店2階、アートスペース「ガレリア・アヴァンティ」にて

ロウの花展が開催されました。
こちらは、2021年12月10日より3日間
の開催となりました名古屋市の
Jurian inc．（アトリエジュリア）様に
よる「ロウの花展」の様子です。

展示スペースには、色とりどりの
蝋の花が展示され、多くの方々に足
を運んで頂き、大盛況となりました。

お客様はもちろん、周りで個展
や発表会の場をお探しの方が
いらっしゃれば、お気軽にお声
掛けください。ジャンルは問いま
せんので、ぜひご活用ください！

ただいま決算キャンペーン開催中！【1.9％特別低金利ローン】 【最長120回払い】 【最大10万円OFFのチャンス】 3/31（木）まで
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仕事の引退（セミリタイア）をきっかけに、他人に優しくなれた。

人生は「旅」そのもの。
Message From Yamanaka
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　　　ンボルギーニ ガヤルドスパイダー、GT-R 

　　　NISMO、フェラーリカリフォルニア、NSX、

MINIクロスオーバー、レクサスUXと蒼々たる

クルマが並ぶご自宅です。有りがたいことに

フリードでご購入いただいたクルマです。

そんな山中様も元々は新車派でした。今でこそ、

中古車に対する概念も車両状態の明確化や

整備体制、新車では買えない旧車やネオクラシック

など、価値観も多様化され余り抵抗が無い時代

となったと思います。

山中様と当社の付き合いも最初は、当時新車で

購入された「IS F」の売却相談に電話いただいた

ことがきっかけになりました。

そんな相思相愛の山中様を少しだけご紹介

させていただきます。

　　　和41年12月、愛知県で青果業等を営む

　　　家で生まれた山中様。最初は、父の後を

継ぐべく仕事をされたそうですが、ひとつの目標

を心に秘めておられたので、その後独立起業

されたそうです。

今でこそいつもにこやかで温厚な雰囲気をされて

おりますが、「20代、30代は我武者羅に働き

ほとんど息子達と遊ぶ時間すらなかった。同年代

や目上の方ならわかってもらえると思うけど、

言えないこともまあまあしてきたし、とにかく必死

だったよ（笑）」と。

そして、目標を成して40代前半でセミリタイア

されます。

　　　　Q 引退（セミリタイア）されて何が

変わりましたか？

色 あ々るけどねと前置きした上で、

「時間にゆとりが出来、ゆっくり家族と過ごす時間

が増えたこと。家族のサポートに時間を費やすこと

が出来たし、そして、何よりも他人（ひと）に優しく

なれたかな（笑）」

そんな、若いスタッフからしたらお父さんと

変わらない山中様に出会って１０年が過ぎた今

聞いてみました。

　　　　Q 座右の銘とか格言とかありますか？

最初は、「座右の銘？格言？そんなの無いよ」を

照れながらも話されておりましたが、強いていう

ならと金言をいただきました。

「人に言えるのは、自分は「不言実行」ではなくて

「有言実行」で、やってきたことかな」と。

それまで、冗談交じりにスタッフと話をされて

いらっしゃいましたが、その時の目は真剣そのもの

です。

やってきたことで、結果をあーだこーだ言うのは嫌だから、全て自分は

こうする、したいとはっきり意思表示して自分にプレッシャーを与え社員

にも約束をし続けて結果をだしてきたということです。

それは、第一線から離れた今も変わらないそうです。

　　　 た、クルマ以外にも沢山の趣味をお持ちです。その中でも

　　　ご自宅のリビングに備え付けられた120インチスクリーンと音響

設備。スピーカーは、B&W（Bowers & Wilkins）とモニターオーディオ

(MONITOR AUDIO)。いかにすごいかわかりにくいですが、並みの映画館を

しのぎます。流石、この音響設備だけでR35 GT-Rの新車が買えます（笑）

※リビングで話をする際にも近々購入予定のスピーカーとアンプのカタログ

を楽しげに見せてくださいました。

そうですね、妻へ贈る言葉として、頭に浮かんだ言葉は「旅」です。

これには二つの意味があります。一つ目は30数年前に出会い、

5年後に結婚し、人生の「旅」（長い航海）に出たのです。妻は多分、

ある程度の波は乗り越えられる船だと思い乗船してくれたと思います。

ところが実際は、流木一本の丸太船（舵無し、幌無し、エンジン無し）。

これでは、どこへ進むにしても、苦難の連続です。それでも妻は弱音

を吐かずについてきてくれて、長い年月を重ねていくうちに、いかだ

→手漕ぎボート→外洋ヨットに私を成長させて、今やっと荒波にも

耐えられる船になりました。ここまで来れば、後は二つ目の意味の

達成です。それは迷惑と苦労を掛けたお詫びと感謝の気持ちを

込めて、旅行「旅」（只今自由気ままな）に出たいのです。もう人生の

三分の二以上は過ぎたので、一度振り返ってもいい次期かなと。

時間もここ1～2年で取れそうなので回顧の「旅」に出かけたいですね。

息子と若い方（僭越ながら）にも「旅」を贈りたいですね。若い世代の

方々には、色々な旅があると思います。大人に成長していく旅、仕事

に熱中している旅、もがき苦しんでいる旅、お別れや喜びの旅など、

多種多様です。それを噛み締めて楽しみ味わい、それぞれの旅に

出て、目的のゴールへ向かっていって下さい。決してゴールに着く

ことだけが成功ではないと思います。ゴールへ向かっていくという

姿勢（プロセス）こそが若いうちは重要だと考えます。その先に、

車が好きであれば、ガレージにFerrari、Lamborghiniなどのスーパー

カーが必然的にガレージに収まっていることでしょう！お金が欲しい

ではなく、お金を稼ぐ方法を学ぶ（犯罪はダメですよ：笑）ことと

一緒ではないでしょうか？もう一言若い方には伝えたい言葉があり

ますが、今回は割愛させてもらいます。いずれまた何かの機会で。

つたない文書でありますがこれにて終わります。

さて、ニュースレター用のインタビューでは、掲載出来ない数多の武勇伝

をお持ちの山中様。真剣に紹介すれば、来年まで４回に分けないと

収まらないので強引にまとめます。

当時はまだ学生だった息子さんお二人も立派に社会人になられ、

それぞれの夢へと進んでおられます。

最後は、そんな大切な家族とこれを読んでくださる当社のお客様への

メッセージをいただきました。

山中 様（主夫・投資家）
今回ご紹介するお客様

愛知県名古屋市の郊外。緑あふれる閑静な住宅地にお住いの山中様。本社ブログにも良く差し入れと供に登場していただきますので、
「ガヤルドのガヤちゃん」で、目にしたことのある方も多いはず。本店のみならず、いつもスタッフのことを気にして下さる心優しい
二児のパパさん。「こういうご時世だから余り表には出たくないなぁ」と、ずっとおっしゃっておりましたが、今回、お願いをしまして
お住まいにお邪魔してきました。しかも、マスクをされておりますが、初の顔出しで登場です！！

昨年11月7日（日）、今年も天候に恵まれ総勢32名
のご参加をいただき無事にゴルフコンペを開催
させていただきました。
緊急事態宣言も明け、コロナウイルスも落ち着いた
時期となり遠方からのご参加もいただき、皆様
の笑顔と楽しくプレーされる姿で私共もすっかり
リフレッシュさせていただきました。
誠にありがとうございます。
また、今回は日程都合や仕事などで残念ながら
参加出来なかった方も多くいらっしゃいます。

そのような中、皆様からの賞品の提供も多くい
ただき過去最高の賞品総額となり、皆様に賞
品をご用意させていただくことができました。プ
レー後の懇親会も大いに盛り上がり、喜んでい
ただけたこと、皆様から多くのお声を頂戴してお
ります。ありがとうございます。
勿論、今年の秋（11月頃）は「第5回ゴルフコンペ」
を開催させていただきます。
ふとしたきっかけで始まった催事ではござい
ますが、記念すべき第５回となりますので、是非
ともご参加下さいますようお願い申し上げます。
最後になりますが、様々な賞品をご提供下さいま
した皆様、ご協力に感謝申し上げます。

Profile

第4回 フリードゴルフコ
ンペ

in 東名古屋カントリーク
ラブ西コース

ラ

昭

ま

我武者羅に働いた20～30代。
そして、40代前半でセミリタイア。

こだわりの音響設備で、R35 GT-Rが買える？！

ひ と

右から
長男 規史さん / お父様 / 次男 基史さん
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出て、目的のゴールへ向かっていって下さい。決してゴールに着く

ことだけが成功ではないと思います。ゴールへ向かっていくという

姿勢（プロセス）こそが若いうちは重要だと考えます。その先に、

車が好きであれば、ガレージにFerrari、Lamborghiniなどのスーパー

カーが必然的にガレージに収まっていることでしょう！お金が欲しい

ではなく、お金を稼ぐ方法を学ぶ（犯罪はダメですよ：笑）ことと

一緒ではないでしょうか？もう一言若い方には伝えたい言葉があり

ますが、今回は割愛させてもらいます。いずれまた何かの機会で。

つたない文書でありますがこれにて終わります。

さて、ニュースレター用のインタビューでは、掲載出来ない数多の武勇伝

をお持ちの山中様。真剣に紹介すれば、来年まで４回に分けないと

収まらないので強引にまとめます。

当時はまだ学生だった息子さんお二人も立派に社会人になられ、

それぞれの夢へと進んでおられます。

最後は、そんな大切な家族とこれを読んでくださる当社のお客様への

メッセージをいただきました。

山中 様（主夫・投資家）
今回ご紹介するお客様

愛知県名古屋市の郊外。緑あふれる閑静な住宅地にお住いの山中様。本社ブログにも良く差し入れと供に登場していただきますので、
「ガヤルドのガヤちゃん」で、目にしたことのある方も多いはず。本店のみならず、いつもスタッフのことを気にして下さる心優しい
二児のパパさん。「こういうご時世だから余り表には出たくないなぁ」と、ずっとおっしゃっておりましたが、今回、お願いをしまして
お住まいにお邪魔してきました。しかも、マスクをされておりますが、初の顔出しで登場です！！

昨年11月7日（日）、今年も天候に恵まれ総勢32名
のご参加をいただき無事にゴルフコンペを開催
させていただきました。
緊急事態宣言も明け、コロナウイルスも落ち着いた
時期となり遠方からのご参加もいただき、皆様
の笑顔と楽しくプレーされる姿で私共もすっかり
リフレッシュさせていただきました。
誠にありがとうございます。
また、今回は日程都合や仕事などで残念ながら
参加出来なかった方も多くいらっしゃいます。

そのような中、皆様からの賞品の提供も多くい
ただき過去最高の賞品総額となり、皆様に賞
品をご用意させていただくことができました。プ
レー後の懇親会も大いに盛り上がり、喜んでい
ただけたこと、皆様から多くのお声を頂戴してお
ります。ありがとうございます。
勿論、今年の秋（11月頃）は「第5回ゴルフコンペ」
を開催させていただきます。
ふとしたきっかけで始まった催事ではござい
ますが、記念すべき第５回となりますので、是非
ともご参加下さいますようお願い申し上げます。
最後になりますが、様々な賞品をご提供下さいま
した皆様、ご協力に感謝申し上げます。

Profile

第4回 フリードゴルフコ
ンペ

in 東名古屋カントリーク
ラブ西コース

ラ

昭

ま

我武者羅に働いた20～30代。
そして、40代前半でセミリタイア。

こだわりの音響設備で、R35 GT-Rが買える？！

ひ と

右から
長男 規史さん / お父様 / 次男 基史さん



今回、カスタムもご依頼いただきましたの
でご紹介したいと思います。
まずは、「艶ありブラック塗装」フロントグ
リルを中心に、LCの特徴的な涙の様な
ヘッドライトガーニッシュとリアテールラ
ンプガーニッシュをブラックに塗装してお
ります。エアロとホイールはTRDのものが
カスタムされており、ホイールもブラック
塗装で引き締まってます。
そして、レッドキャリパーは、黒から赤へ
塗装させていただきました。
ぜひ、ご旅行に行かれた際にはLCもたく
さんお写真撮っていただけたらと思いま
す。またのご来店、お待ち致しております。

F様は、現行モデルRCのホワイトを探さ
れており、出会ったのが当店の車両でし
た。ご成約の決め手は車両状態の良さ。F
様は初見からこちらの車両をかなり気に
入っていたので、F様にご購入頂けて嬉し
かったです。そして納車時、あまりのカッ
コよさにF様から名言が出ました。
≪女性と車は後ろ姿≫
深いお言葉を頂きました！ まさにその通
りですよね。終始笑いの絶えない、楽しい
ご納車となりました。
F様、新しいお車で楽しいカーライフをお
過ごしください。この度は、ご納車おめで
とうございました。

高額なオプションパーツが多数ついた
「FK８」 兵庫県にお住いのH様へご納車
させて頂きました。惜しまれつつも生産
終了となったシビックタイプRは、中古車
市場で価格が高騰しているモデルです。
その中でも、こちらのFK８は「無限テール
ランプ」や「BLITZ製のリアマフラー」、
「カーボンエアインテーク」など有名
メーカーで仕上げられた1台。さらに
内装には、Defi製の追加メーター付き。
誰もが羨む仕様ですね。
今回のタイミングを逃されたら、この様
なFK8とは巡り合えなかったかも知れま
せんね。

Owners File

30%
OFF

エンジン
オイル

GT-R(R35)
モービル1

期間 ： 2022年5月末まで
その他、どんなクルマでも、お得に高性能エンジンオイルに交換できます。

（工賃別途）

通常16,500円のところ
30％OFF+工賃500円で

12,100円
この「THE FREED TIMES」をサービスファクトリーにご持参の方

（税込）
（工賃込）

軽自動車
DAYTONA

通常2,640円のところ
30％OFF+工賃500円で

2,398円（税込）（工賃込）

例えば 例えば

各店舗、LINE / Instagramで情報発信中！ぜひご登録ください。

名古屋長久手本店 名古屋インター店 トヨタインター店 小牧インター店 サービスファクトリー

一部値引き対象外のオイルがあります。
くわしくはスタッフまでおたずねください。

株式会社フリード
代表取締役社長鈴木 孝洋

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆さま、年末年始はどのように過ごされましたか？

私は冬期休暇の前日に、当社サービスファクトリーにて冬タイヤへの交換をしてもらい、

長野県の「白骨温泉」に行ってきました。ここ数年は暖冬と言われていたのが嘘のようで、

雪と氷柱を見ながら、露天風呂からの景色に心癒されました。

さてこの度、当社サービスファクトリーでは新型の「タイヤチェンジャー」を導入致しま

した。20インチを超える大型タイヤの交換作業をはじめ、これまで以上に安全・迅速

な作業が行える体制となっております。タイヤ預かりサービス「F・Storage」と合わせて、

是非ご利用くださいませ。

本ニュースレターをお読みの皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

詳しくは中面をご覧ください。

第4回 フリードゴルフコンペ
in 東名古屋カントリークラブ西コースin 東名古屋カントリークラブ西コース

【トヨタインター店】
F様　静岡県在住
レクサスRC300 Fスポーツ

【名古屋インター店】
H様　兵庫県在住
シビック タイプR

【名古屋長久手本店】
M様　愛知県在住
レクサスLC500 Sパッケージ

この度は数ある中古車販売の中から弊社
にて70最終型のランクルＺＸをご購入頂
き有難う御座います。
またレビュー投稿のご協力も感謝します。
こちらの良質のランクルはＢ様の為に入
庫したと言っても過言ではないほど本当
にご縁があったと思います。これだけの
ランクルも市場では滅多に手に入らない
と思います。
念願のランクルで素敵なカーライフをお
くって頂ければ幸いです。
遠方にお住まいですが愛知県方面にお越
しの際はランクルのお話など含め是非、
お立ち寄りくださいませ。

【小牧インター店】
B様　滋賀県在住
ランドクルーザー4.2 ZX

Link to SNS

会場レンタル無料
作品発表の空間を提供します

名古屋長久手本店2階、アートスペース「ガレリア・アヴァンティ」にて

ロウの花展が開催されました。
こちらは、2021年12月10日より3日間
の開催となりました名古屋市の
Jurian inc．（アトリエジュリア）様に
よる「ロウの花展」の様子です。

展示スペースには、色とりどりの
蝋の花が展示され、多くの方々に足
を運んで頂き、大盛況となりました。

お客様はもちろん、周りで個展
や発表会の場をお探しの方が
いらっしゃれば、お気軽にお声
掛けください。ジャンルは問いま
せんので、ぜひご活用ください！

ただいま決算キャンペーン開催中！【1.9％特別低金利ローン】 【最長120回払い】 【最大10万円OFFのチャンス】 3/31（木）まで
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