
愛知県にお住まいのＭ様へ「LC500 
Convertible」をご納車致しました！
クーペにはハイブリッド仕様の用意が
ありますが、コンバーチブルはV8一本
勝負がいい。個人差があるとは思います
が… LC500のV8のエグゾーストノート。
ほかのV8の中でも突出して耳触りが
いいと思いませんか？ ぜひ幌を開けて
サウンドを楽しんでください。
Ｍ様リクエストのポーズで一緒にお写真も
ありがとうございます！
またのご来店をお待ちしております。
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期間 ： 2022年12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

撮影時のみマスクを外しております。

清涼の候、ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。

フリードタイムズを読んでくださっている皆様は、どのような夏を過ごされましたか。

私自身は昨年の6月からの断酒、日々の読書（今年に入って40冊読了）、毎日のトレー

ニング（宅トレ）と小さいながらも継続できることが増えてきました。

何事も「継続しか力にならない」ということを日々実感しております。

ゴルフに関しては晩年逃げ腰ですが……。

当社における継続といえば、社内では毎年の「経営指針発表会」とこちらの「フリード

タイムズ」、毎年好評いただいている「ゴルフコンペ」がございます。

全てが人に関わる大切な機会となっていますので、今後も形を変えながらも継続して

まいります。

店頭にお越しの際には、皆様が実践されている「継続」も是非教えてくださいませ！

【トヨタインター店】【名古屋インター店】【名古屋長久手本店】
M様　愛知県在住
LEXUS LC500 Convertible

今回ご納車させて頂いたランドクルー
ザー200は、オプション盛り沢山の１台で
した。また、令和2年の高年式モデルの為、
中古車市場でもなかなかお目にかかれな
い仕様になりますので、優越感にも浸れ
る仕様です。趣味でキャンプにも行かれ
るS様にとって、ランドクルーザーの便利
な機能をフルで生かせるので、まさに持っ
てこいの１台だと思います。行動範囲が
広がり、これからのカーライフがより楽し
くなりそうですね。また面白いお話をたく
さん聞かせてくださいね! なが～く、大切
に乗って頂けると嬉しいです！ S様、この
度はご納車誠に有難う御座います! お困
りの際はいつでもご連絡ください。

S様　愛知県在住
ランドクルーザー200 ZX

車両状態はもちろん、〈オプション内容〉
に強いこだわりをお持ちのY様。こちらの
RXは、そんなこだわりの強いY様がご納
得いただける内容となっておりました。当
店では今までに何台ものRXを観てきまし
たが、ここまで仕上がった車両は滅多に
ございません！ Y様、本当に良いお買い
物をされたと思います。ご納車時のY様
の嬉しそうな表情は、今でも鮮明に覚え
ております！ そしてお車との記念撮影時
の息子様、最高の笑顔有難う御座います。
Y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、ご納車誠にお
めでとうございました！ 今後とも末永い
お付き合いの程、宜しくお願い致します。

Y様　愛知県在住
LEXUS RX450h Fスポーツ

なんと、S様こちらのお車をご覧いただく
為に横浜市から4時間半かけてご来店い
ただきました！ 遠方よりお越しいただき
まして有難う御座いました。
こちらのヴェルファイアは多数のカスタム
が施されており、拘った1台でした！ そう
いったこともあり、全国からお問い合わ
せがあり、いつ売れてもおかしくない状
況でした。そんな中ご購入いただくことが
できたS様はかなりの強運の持ち主です。
今までに多くのお車に乗られてこられた
S様。ご納車時は、今までの愛車のお話で
盛り上がりました。
S様、新しいお車で楽しいカーライフをお
過ごしください！

S様　神奈川県在住
ヴェルファイア ハイブリッド

【小牧インター店】
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タイヤのことならフリードに
まとめておまかせ！

16,500円～（税込）

27,500円～（税込）

国 産 車

輸 入 車

アライメント
サービス測定・調整

バランス調整で
タイヤの寿命UP！

～16インチ 1,155円～/1本（税込）

17～18インチ1,705円～/1本（税込）

格 安
タイヤ交換
サービス
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交換

新しいタイヤで
安全UP！

タイヤのことならフリードに
まとめておまかせ！

自動車タイヤ整備士
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タイヤの保管で安心UP！
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　　　ともと営業に興味があり、人と話をする

　　　 ことが好きで、クルマが好き。これを仕事

に活かすことができないかと思ったときに、

フリードの求人を見つけたのがきっかけです。

ホームページを見たときに、ビビッときました(笑)。

ブログで見た、憧れのクルマたちに触れあって

いる社員の皆さん。その光景は私にとって衝撃

でしたし、これはこの世界に飛び込んでみた

い！ と思わせてくれるものでした。

実際に入社して、憧れていたクルマたちに触れ

合うことができてとても嬉しく感じました。

（フリードに入っていなければ、触れることもな

かったと思いますからね…）

も

フリードと出会ったきっかけ

　　　職と比べて、環境の大きな違いによる

　　　失敗の積み重ねで、壁にぶち当たること

もありましたが、なにくそ精神、ここでやめて

たまるかという思いで頑張りました。

その時は、周りの方々のサポートのおかげも

あり、その壁を乗り越えることができましたし、

サポートしてくれた先輩方にはとても感謝して

います。学生時代に陸上をやっており、そこで

培った負けず嫌いの性格が影響していたかも

しれませんね(笑)。

営業に興味があったからといっても、簡単にク

ルマを販売できるわけではありません。自分な

りのスタイルを探すためにも、お客側として

ディーラーを回ったりしていましたね(笑)。 

前

壁にぶち当たることもしばしば…

　　　社の車と比較検討している方に、当店

　　　の車に決めて頂いたときはとても嬉し

かったです。

その際に「瀧本さんの人柄がよかったから」と

いうお言葉を頂き、今でも心に深く刻まれて

おります。

特に意識していることとして、ファーストコン

タクトの印象には気を付けております。車の

購入は大きな買い物だと思います。印象が良く

ない人からは買いたくないですよね。

また、車は購入してからが大事だと思っています。

安心して乗って頂きたいですし、楽しんでいた

だきたい。

先日もご納車後にドライブレコーダーを取り付

けたいということで、わざわざ埼玉県より来ら

れました。頼って頂けてとても嬉しく思いました。

他

担当してくれた営業マンの声が小さかったり、

早口だったり。見積の提示にとても時間がか

かっていたり・・・。良くない例を体感することも

できましたし、話し方や声のトーン、車の知識も

豊富で話をしていてとても心地よいと感じる方

もいました。それは、今でも私のお手本となって

います。とても勉強になりました。

人柄を褒めて頂いたときは嬉し
かった

トヨタインター店 リーダー
TAKIMOTO, Shota瀧本 翔太

明朗快活。笑顔が素敵でいつも自然体。前職は葬儀屋さんという、まったくの

異業種からフリードに転職し、3年目となる瀧本翔太さんを特集いたします。

今は営業のみならず多岐にわたって
活躍中

　　　舗での営業の仕事はもちろんのこと、

　　　最近では、新卒採用向けの会社説明会

やインターンシップの企画、運営などにも携わ

らせていただいております。当初は想像して

いなかったような仕事も経験させていただいて

おりますので、とても楽しいですし、充実して

おります。

特に、自分の考えていたことやアイデアが実際

に形となる喜びがあります（大変ではありますが）。

先日の経営指針発表会でも「成長貢献賞」を

いただいたりもしました(笑)。

店

鈴木社長よりいただいた「成長貢献賞」の表彰状
は、これからの励みになります！

だけることは、とても嬉しいことです。

せっかく当社を選んでくれたからには、私は

お客様にとって最好な車を提案して、ご購入

いただきたい。当社で取り扱っているクルマ

たちは、単なる移動手段としてではなく、生活に

彩りを与えてくれ、どれも人生を豊かにする

ものだと思っております。

だからこそ、最好の1台と沢山の思い出を作って

もらいたい。今まで見たことのない景色を見て

もらいたいです。

新しい愛車で素敵な思い出を作るのはあくまでも

お客様。私はそれをサポートする存在でありた

いんです。例えるなら、写真撮影の三脚のように。

常に初心を忘れず、お客様に寄り添った営業を

心がけて精進してまいります。

数ある趣味の中でも一番といってよいのが「写真撮影」。そのなかでも日常的な風景を

撮るのが好きです。休みの日は、カメラを片手に愛車のレクサスRCで全国津々浦々、

ドライブに出かけております。

基本的に初めて行くところが多いので、いろんな景色を見ることができるのがワクワク

しますし、出会った景色をどうやって綺麗に撮ろうか試行錯誤する時間がとても楽しい

です。ヒコーキ写真でフォトコンテストを複数回受賞している安藤常務が身近にいます

ので、助言を頂きつつ、私もいつかフォトコンテストに入賞できるような、人を感動させ

られるような写真をカメラに収めることが目標です。

カメラ好きな方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスを頂きたいと思っております。

三重県の結城神社　「命の連鎖」

予測不能な動きをするメジロをカメラに収めるのは難しく・・・まさに奇跡の１枚です。

お客様に喜んで頂けるような営業に
なりたい

　　　って安い買い物ではありません。

　　　数ある販売店の中で当社を選んでいた車

休みの日はもっぱら写真撮影のために全国津 浦々 …々

名古屋市某所　「新幹線電気軌道総合試験車」 大阪府の大阪城公園　「伝統と新鋭」 岡山県の倉敷美観地区　「背中」

静岡県の三保の松原　「冬の臼暮に照らされて」

当日はあいにくの天気でしたが、奇跡的に一瞬だけ姿を見せてくれた瞬間でした。

Takimoto's Hobbies
例えるならば、私は三脚。
新しい愛車で思い出を作るお客様をサポートする存在でありたいです。
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期間 ： 2022年12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

撮影時のみマスクを外しております。

清涼の候、ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。

フリードタイムズを読んでくださっている皆様は、どのような夏を過ごされましたか。

私自身は昨年の6月からの断酒、日々の読書（今年に入って40冊読了）、毎日のトレー

ニング（宅トレ）と小さいながらも継続できることが増えてきました。

何事も「継続しか力にならない」ということを日々実感しております。

ゴルフに関しては晩年逃げ腰ですが……。

当社における継続といえば、社内では毎年の「経営指針発表会」とこちらの「フリード

タイムズ」、毎年好評いただいている「ゴルフコンペ」がございます。

全てが人に関わる大切な機会となっていますので、今後も形を変えながらも継続して

まいります。

店頭にお越しの際には、皆様が実践されている「継続」も是非教えてくださいませ！

【トヨタインター店】【名古屋インター店】【名古屋長久手本店】
M様　愛知県在住
LEXUS LC500 Convertible

今回ご納車させて頂いたランドクルー
ザー200は、オプション盛り沢山の１台で
した。また、令和2年の高年式モデルの為、
中古車市場でもなかなかお目にかかれな
い仕様になりますので、優越感にも浸れ
る仕様です。趣味でキャンプにも行かれ
るS様にとって、ランドクルーザーの便利
な機能をフルで生かせるので、まさに持っ
てこいの１台だと思います。行動範囲が
広がり、これからのカーライフがより楽し
くなりそうですね。また面白いお話をたく
さん聞かせてくださいね! なが～く、大切
に乗って頂けると嬉しいです！ S様、この
度はご納車誠に有難う御座います! お困
りの際はいつでもご連絡ください。

S様　愛知県在住
ランドクルーザー200 ZX

車両状態はもちろん、〈オプション内容〉
に強いこだわりをお持ちのY様。こちらの
RXは、そんなこだわりの強いY様がご納
得いただける内容となっておりました。当
店では今までに何台ものRXを観てきまし
たが、ここまで仕上がった車両は滅多に
ございません！ Y様、本当に良いお買い
物をされたと思います。ご納車時のY様
の嬉しそうな表情は、今でも鮮明に覚え
ております！ そしてお車との記念撮影時
の息子様、最高の笑顔有難う御座います。
Y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、ご納車誠にお
めでとうございました！ 今後とも末永い
お付き合いの程、宜しくお願い致します。

Y様　愛知県在住
LEXUS RX450h Fスポーツ

なんと、S様こちらのお車をご覧いただく
為に横浜市から4時間半かけてご来店い
ただきました！ 遠方よりお越しいただき
まして有難う御座いました。
こちらのヴェルファイアは多数のカスタム
が施されており、拘った1台でした！ そう
いったこともあり、全国からお問い合わ
せがあり、いつ売れてもおかしくない状
況でした。そんな中ご購入いただくことが
できたS様はかなりの強運の持ち主です。
今までに多くのお車に乗られてこられた
S様。ご納車時は、今までの愛車のお話で
盛り上がりました。
S様、新しいお車で楽しいカーライフをお
過ごしください！

S様　神奈川県在住
ヴェルファイア ハイブリッド

【小牧インター店】

Link to SNS

タイヤのことならフリードに
まとめておまかせ！

16,500円～（税込）

27,500円～（税込）

国 産 車

輸 入 車

アライメント
サービス測定・調整

バランス調整で
タイヤの寿命UP！

～16インチ 1,155円～/1本（税込）

17～18インチ1,705円～/1本（税込）

格 安
タイヤ交換
サービス

2

交換

新しいタイヤで
安全UP！

タイヤのことならフリードに
まとめておまかせ！

自動車タイヤ整備士

2級自動車整備士 常駐で安心常駐で安心常駐で安心常駐で安心

普 通 車

軽自動車

13,200円
9,900円（税込）

（税込）

1

保管

タイヤお預かり
サービス

シーズンオフ

タイヤの保管で安心UP！

3

メンテ
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