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1はじめに

トヨタ販売店のこの町いちばん活動とは
各地域に店舗を構えるトヨタ販売店が、

クルマの販売・整備だけでなく、地域の方々の多様なニーズに応えることで、
地域との関係を深めて、地域にとって欠かせない存在になることを目指す。

担当窓⼝（トヨタ⾃動⾞ 国内営業部 兵庫県担当）

mail jiro_kondo_aa@mail.toyota.co.jp

電話番号 090-4440-4544

担当者 近藤

様々なご要望にお近くのトヨタ販売店がご協⼒できるかもしれません。
まずは、お気軽にご相談ください。

神⼾地区トヨタ販売店

兵庫トヨタ⾃動⾞(株) 神⼾トヨペット(株)

トヨタカローラ神⼾(株) トヨタカローラ兵庫(株)

ネッツトヨタ神⼾(株) ネッツトヨタゾナ神⼾(株)

ネッツトヨタ兵庫(株) ネッツトヨタウエスト兵庫(株)

mailto:mailjiro_kondo_aa@mail.toyota.co.jp
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生活・趣味

ファミリー
（子供）

シニア

スポーツ

INDEX

テーマ
場所

連携先（イメージ） ページ
店舗 出張

生
活
・
趣
味

スポーツ △ 〇 各区の体育協会
各区のスポーツ推進委員協議会 P4〜P5

セミナー・体験 〇 ー 各区の⽼⼈クラブ
各区の社会福祉協議会 P6〜P8

ワークショップ 〇 〇
各区の子供会
各区のPTA

各区の⻘少年育成協議会
P9〜P11

安
全
・
安
心

交通安全 〇 〇 各区の交通安全協会
各区のまちづくり協議会 P14〜P20

防災 〇 〇 各区の消防団
各区のまちづくり協議会 P21

防犯 〇 ー
各区の防犯協会

各区の防災福祉コミュニティー
各区のまちづくり協議会

P22

安全・安心

ワークショップ

セミナー・体験

交通安全

防災

防犯

掲載内容は対応できるメニューの一部のご紹介であり、イメージとなっております。
また、販売店及び店舗によって対応できるメニューは異なります。詳細はお問合せ下さい。



生活・趣味
〜いきいきとした暮らしをサポート〜

ー スポーツ P４〜P５
ー セミナー・体験 P6〜P8
ー ワークショップ P9〜P11



4TOYOTAアスリート派遣店頭︓△
出張︓〇 【スポーツ】

三⽊ 拓也 選⼿
（⾞いすテニス）

芦田 創 選⼿
（パラ陸上︓⾛幅跳）

佐藤 圭太 選⼿
（パラ陸上︓短距離）

ラグビー部 硬式野球部 ⼥子ソフトボール部

⼥子バスケットボール部 スケート部 陸上⻑距離部 ビーチバレーボール部

トヨタ⾃動⾞強化運動部

トヨタ⾃動⾞アスリート

湯上 剛輝 選⼿
（陸上円盤投）

森井 大輝 選⼿
（パラアルペンスキー座位）

川本 武史 選⼿
（競泳）

山本 聖途 選⼿
（棒高跳） 神野 愼之助 選⼿

（スノーボードアルペン）

鈴⽊ 朋樹 選⼿
（パラ陸上︓⾞いす）

榊原 春奈 選⼿
（ボート）

※アスリートは競技優先のため、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

トヨタ⾃動⾞強化運動部（OB・OG含む）および所属アスリートを派遣し、
地域のスポーツイベント・教室の実施を一緒にお⼿伝いいたします。
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⾞いすバスケ

パラスポーツ体験 【スポーツ】

体験機会の少ないパラスポーツのツールをご用意し、
地域のイベント等でパラスポーツ体験会の運営をお⼿伝いいたします。

ボッチャ

⾞いすレーサーふうせんバレー

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓△
出張︓〇



6各種セミナー 【セミナー・体験】

ご関心事項に合わせて様々なテーマで専門家によるセミナーを開催。
テーマを変えながら定期的に開催させていただくことも可能です。

◆マネー・ライフプラン関連セミナー

◆健康関連セミナー

『資産運用セミ
ナー』

⼈生100年時代のお⾦の話。
⽼後に備えるためには︖資産運⽤とは︖をお伝えします。

『マネープラン
セミナー』

将来を良くするために今聞いておきたい、負担を増やさない
「お⾦の貯まるカラクリ」をお伝えします。

『セカンドライフ
セミナー』

ご退職を控えた方に、退職後の社会保障制度や税制、マ
ネープランやリスクへの備えについてお伝えします。

『ふるさと納税
セミナー』

ふるさと納税で⾷費削減︕︖
⾃⼰負担少なく、寄付も⼀昨年から今までの2倍に︕

『マイナス⾦利
対策セミナー』

マイナス⾦利時代にどのようにお⾦を考えるべきか︖
動き出すその⼀歩の前に必要な情報をお届けします。

『ねんきん定期
便セミナー』

年⾦を知ろう︕ねんきん定期便の⾒方や、負担を増やさずに
「プラス年⾦」をつくる家計術とは︖
安心した⽼後を過ごすための対策についてお伝えします。

『相続セミナー』 相続税の基礎と相続対策の方法について分かりやすくお伝え
します。

『⼥性のための
マネーセミナー』

『貯める、増やす、残す」⼥性による⼥性のための今すぐできる
「負担を増やさず上手におカネを増やす方法」講座です。

『がんセミナー』 がんに関する基礎知識、最新の治療法、がん治療にかかるお
カネなどについてわかりやすくお伝えします。

『乳がんセミ
ナー』

⼥性講師による⼥性のためのセミナー。乳がんの基礎知識や
触診モデルを使った発⾒法などをお伝えします。

『医療セミナー』 三⼤疾病の最新の医療事情・治療法とかかる費⽤、医療保
険・がん保険の正しい選び方などをお伝えします。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓ー
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ツール概要・特徴

脳活動を測定しながら、日常生活に必要な認知機能をチェック、
トレーニングすることが可能

《特徴》
・脳トレ開発者の東北⼤学川島教授が監修作成したツール
・チェックとトレーニング機能があり、チェック結果のプリントアウトも可能

利 ⽤ 目 的

・「お客様に健康で末永く生活していただくためのサービスの⼀環」として、お客様に生活に必要な
認知機能レベルを簡易に測定していただき、⾃分の脳活動に関心を持っていただく

・運転や認知機能などクルマの運転に関する話題づくりのきっかけとして活⽤し、
サポートカーへの興味喚起にもつなげる。

チェック内容
《5〜7分程度》

トレーニング内容
《5分程度》

必要スペース テーブル1本分

＃ 使⽤ツール 内容 仕様/イメージ

1
脳活動チェック
＆トレーニング
体験ツール

・アプリケーション内蔵タブレット
・ヘッドセット
・プリンタ
・筐体

【セミナー・体験】脳活動チェック＆トレーニング

脳活動を測定し、認知機能のチェックやトレーニングを体験。
測定結果を元に、日常生活を⾒直したり、健康づくりに役⽴てて頂けます。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓ー



8神経シゲキ体操 【セミナー・体験】

日頃刺激していない体感の運動神経を⽬覚めさせる体操。
道具は不要で、映像を⾒ながら一緒に体を動かすだけで実施が可能です。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓ー



9【ワークショップ】クルマのデザインワークショップ

スポーツカーを好みの色にぬり絵して、オリジナルデザインのクルマを作成。
デザインしたクルマをAR技術でモニター内を⾛⾏させながら発表できます。
また、クルマと一緒に写真撮ったり、３Dプリントで模型を作ることも可能です。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇



10【ワークショップ】キッズエンジニア体験

エンジニアになりきって、⾞の構造やエンジニアの技術を体験。
簡易的な体験から実際の⼯具をつかう体験まで年齢層幅広く対応可能です。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇



11【ワークショップ】未来のクルマ実験教室

⽔素燃料電池⾃動⾞『MIRAI』の仕組みを、⽔素の特徴も交えながら
お子様にも分かりやすくご理解いただけます。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇



12【生活・趣味全般】この町いちばん芸⼈派遣（有料）

特技を持った芸人が、笑いを交えながら明るく・楽しく会場を盛り上げる。
ターゲットや内容、ご予算感に合わせて柔軟にご調整致します。

ターゲット 内容 芸人例（イメージ） ご予算感

全般

スポーツ

10〜50万円
（交通費別途）

⼤道芸

似顔絵

シニア 健康落語

ファミリー
（子供） アウトドア

※上記メニューアは一例となります。また、スケジュール等によりご希望に沿えない場合がございます。詳細はお問合せ下さい。

たけだバーベキュー
（アウトドア芸⼈）

若手落語家

マユリカ中谷
（絵うまい芸⼈）

もりやすバンバンビガロ
（⼤道芸芸⼈）

寺田克也
（ふるさとアスリート・かけっこ教室）

店頭︓〇
出張︓〇



安全・安心
〜より良い地域づくりに向けて〜

ー 交通安全 P14〜P20
ー 防災 P21
ー 防犯 P22
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活用事例

90％以上の⽅から“サポカーが理解でき必要性を感じた”と⾼評価。
良い体験ができた。こういった取組みを増やして欲しい。など参加者から嬉しい声も多数あり。

安全運転⼒かんたんテスト

《体験者の声》
・このテストを活⽤して安全装備⾞の普及につなげて欲しいです。
（40歳代・男性）
・すばらしい活動だと思います。今後、必ず必要な機能だと思います。
（50歳代・⼥性）
・これからは安全サポート⾞はよいと思った。期待したい。
（60歳代・男性）
・もっとこういう機会を増やして欲しい。
（60歳代・男性））

サポカーが理解でき
必要性を感じた
90.44%

サポカーが理解できたが
必要性までは感じなかった

8.82%

あまり理解
できなかった
0.74%

全く理解
できなかった
0.00%

《サポカーの理解・必要性について》 n:136

【交通安全】

運転に必要な判断⼒・反応⼒・ブレーキ踏⼒を測定する簡易テストを実施。
テスト結果から安全運転アドバイスや⾃動ブレーキの機能を説明させていただき、
サポカーの理解を深めていただく事が可能です。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

■安全運転⼒かんたんテスト（動画）

測定シーン 外部給電PR 結果シート説明 サポカーリーフ説明

店頭︓〇
出張︓〇
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活用事例

《受講者からの評価》
・いきいき運転講座は受講者の92％が『大変よかった・よかった』と評価し、90％以上が『効果がある』と体感。
・神経シゲキ体操は受講者の73％が効果を理解し、77％が『今後も神経シゲキ体操を続けたい』と評価。

安全運転講習会

交通脳トレと交通安全トレーニングを組み合わせて、安全運転期間の延伸を応援する新しい交通安全プログラムです。

いきいき運転講座とは︖

神経シゲキ体操は、徳島⼤学の荒木秀夫名誉教授が開発。
日頃刺激していない体幹の運動神経を目覚めさせる体操です。
神経をシゲキし目覚めさせることで、運転時の誤操作などの交通事故や、転倒事故なども回避できる可能性を高めます。

神経シゲキ体操とは︖

https://www.youtube.com/watch?v=WwHXgJBTVyA&feature=youtu.be参考動画

《受講者の声》
・他の方の意⾒を聞くことにより運転に及ぼす能⼒が
年齢により衰えていると⼤いに感じた。

・高齢のため気づきが緩慢になっている。
注意する必要がある。体操の効果を理解した。

・ブレーキの踏み間違え等、高齢になると
そういうこともあるのかと思い、踏み間違えを
教えてくれる⾞に興味を持った。

「神経シゲキ体操」を始めたいと思いますか︖「いきいき運転講座」の感想をお聞かせください。

脳機能を⾼めながら、
日頃の運転を振り返る
きっかけを与える

「いきいき運転講座」と「神経シゲキ体操」の体験プログラムを通じて、
日頃から運転寿命を延ばす機会を創出します。

92%

8%

⼤変よかった・よかった
77%

23%

始める・周りにも勧めたい

【交通安全】

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇

https://www.youtube.com/watch?v=WwHXgJBTVyA&feature=youtu.be


16踏み間違い時サポートブレーキ体験 【交通安全】

項目 内容 イメージ

⾛⾏前
【3分】

①試乗⾞の周囲を1周しソナー設置場所の確認
②お客様に助手席（同乗者は後席）にご乗⾞
いただき、シートベルトを着⽤

③ICSの基本動作を説明

加速
抑制
制御
体験
【1.5分】

①タイヤが輪留めに接触するまで前進
②ディスプレイに表示されているソナー警告を確認
③アクセルを踏み込む
④ディスプレイの「加速抑制中」の表示を確認
⑤アクセルオフ→ブレーキ

準備
【1分】

①スタート位置まで下がる
②輪留めをターゲットに寄せる

ブレーキ
制御
体験
【1.5分】

①クリープ⾛⾏でターゲットに向かって前進
②ディスプレイに表示されているソナー警告を確認
③ターゲット接触前にブレーキ制御が作動し停止
④ディスプレイの「ブレーキ︕」の表示を確認
⑤アクセルオフ→ブレーキ

注意事項
説明
【0.5分】

①ICSの注意事項（非作動条件など）
について説明

降⾞
【1分】

①スタート位置まで下がり、降⾞
②次の参加者に備えてターゲットを元の位置に戻す

ターゲット

輪留め
（タイヤ接触時の⾞両先端とターゲットの間隔が50㎝）

加速抑制中です

輪留め（ターゲットの位置まで後ろに下げる）

ブレーキ︕

■基本レイアウト

■実施内容

駐⾞場等での踏み間違い事故を抑制してくれる
踏み間違い時サポートブレーキの同乗体験を実施いたします。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇



17サポートカーまるごと体験会 【交通安全】

サポートカーの4大機能である
“⾃動（被害軽減）ブレーキ” “⾃動ハイビーム”
“⾞線はみ出しアラート” “踏み間違い時サポートブレーキ”
を同乗体験を実施いたします。

その実施スペースとして、⾃動⾞学校などのコースを活用することを推奨
（スペースや路⾯状況などにより実施可否を判断いたします）

ﾀｰｹﾞｯﾄ

ｽﾀｰﾄ

PCS
体験

待合い室
スペース
（１F）

LDA
解説

1

2

ICS
体験

3

反射材

反射材

事前ブリーフィングにて
トヨタのサポートカーについてご説明

AHB
体験

⾃動(被害軽減)ブレーキを実際に体感

4

1

⾞線はみ出しアラートを⾞内で解説
※LDAは⻑い直線がなければ実施できないため⾞内解説のみ
2

踏み間違い時サポートブレーキを
実際に体感

●出⼒抑制制御体験
●ブレーキ制御体験

3

■実施イメージ（基本フレーム）

ｺﾞｰﾙ

⾃動ハイビーム
の効果を⾞内で解説

停⾞位置から、ロービーム・ハイビームの照射を⾏い、
40m先、100m先の反射材ツールが視認できるかを確認

4

■実施イメージ（基本フレーム）

40m
地点

100m地点

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇
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マチホタルゲーム

反射材普及啓発①（マチホタル） 【交通安全】

トヨタの反射材キャラクターマチホタルを使用した
ゲームを用意し、参加者に反射材をプレゼント致します。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

①点灯なし ②ゴーグルLED点灯 ③BOXの中

射的 ダルマ落とし イライラ棒

マチホタルBOX

反射材プレゼント

店頭︓〇
出張︓〇
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マチホタルピッカリ反射幕

⼤きさ 幅180cｍ×縦180cｍ ターポリン幕 ⼈員 １名程度

＃ 必要備品 内容 仕様/イメージ

1

マチホタル
ピッカリ反射幕

・本体×１
・ゴーグルライト×２

ハドメがついており
テント側幕としても使
⽤可能。

紐や結束バンドは各
社様にてご⽤意をお
願いいたします。

●反射材の効果をPR

ゴーグルライトで照らして⾒ると、
マチホタルがつけている様々な
反射材が光り、
反射材グッズの重要性が理解できる。

反射材普及啓発②（マチホタル） 【交通安全】

トヨタの反射材キャラクターマチホタルのデザインを使用した
幕に様々な反射材を付けて、その効果を体験頂けます。

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

店頭︓〇
出張︓〇
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反射材缶バッジワークショップ

⼈員 2名〜（参加対応⼈数に応じて）

＃ 必要備品 内容 仕様/イメージ

1
缶バッジ
ワークショップ
セット

・缶バッジマシーン
（制作⽤プレス機)×1
・マジックセット×3
・サンプル缶バッジ

2 部材 ・缶バッジ部材
（サイズΦ60〜65㎜）

●反射材アイテム着⽤の促進

反射材普及啓発③ 【交通安全】

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

お絵描きしたデザインをオリジナルの反射材缶バッチとして作成。
参加者に反社材缶バッチをプレゼント致します。

店頭︓〇
出張︓〇



21外部給電・⾞中泊デモ展示 【防災】

⾞は「⾛る発電機・蓄電機」また「避難宿泊」であることを訴求し、
いざと言う時のクルマの役割を訴求いたします。

岩谷産業 Marui Gas 防災の日＠全国44会場での防災訓練、外部給電実演

オールトヨタの取り組みを知ってもらい、県⺠の防災意識を高めるべくイベント出展
⾞両展示…MIRAI・プリウスPHVの 外部給電機能訴求
カフェ…両⾞両からデジタルサイネージ・コーヒーメーカー・オーブンレンジ（1000W）に電源を取りカフェを運営

神⼾北イオンでのオールトヨタイベント
・外部給電…スーパーボールすくい（子供⽤イベント）
・その他…⾞中泊紹介

※日程や内容・場所によって、ご希望に沿えない場合がございますので、ご承知おきください。

活用事例

店頭︓〇
出張︓〇



22地域の防犯教室 【防犯】

防犯教室を⾏う場所としてトヨタのお店をご提供。
⽼若男⼥様々な⽅に向けて、犯罪や事件から⾝を守るをテーマに実施頂けます。

店頭︓〇
出張︓ー




