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え〜〜っと、いまさらながらの新年号です

【新春都筑オフレポート】
随時開催の突発企画と言いながら、新春恒例企画となりつつあるんじゃないかといわれる都筑オフ。
今年も無事開催されたようです。レポートを副会長の和田さんから。

昨年に引き続きひでまろ会長の帰郷に合わせ
て正月３日に行われた都筑オフ、今回は昨年とは
打って変わって暖かい晴天の下、例によって例の
如くの何をするわけでない時間を過ごしました。
昨年の都筑オフは今思い出しても震えが来る
様な雪の降る寒い日だったんですが、今年は一転
しての好天、…となると正月休みという時期柄も
手伝って色々と珍しい車がどこからともなく集
まってきます。そう、集合場所の第３京浜都筑Ｐ
Ａには「すーぱーかー」の集団が先客として一角
を占拠してました。
フェラーリ・ランボルギーニ・ポルシェ…新し
いのから古いのまで取り混ぜて色々集まってま
した。
スーパーカー世代（というと歳が知れますが）の私なんぞには結構いい目の保養になったつーのはありま
すね。
（あとでデジカメで撮ろうと思ってたらこっちが集合待ちでウダウダしている間に出て行ってしまい
ました…残念。
）
その後は昨年同様に都筑Ｐ
Ａから近所のファミレスに移
動して日が暮れるまでクルマ
やその他有象無象の話をして
過ごしました。
たぶん来年もやると思いま
すので、ご都合のつく方はよ
ろしかったら会長の顔を見に
来てやってくださいませ。
（わだ）

【モバイルじゃなくてモービル CES（Consumer Electronics Show）2004

】

視察記 2004/01/7,8
ショーと言えば当然モーターショーばかりじゃありません。今回は仕事がらみとは言え、そんなショーに
行ってきた匿名希望のスタッフ(笑)からのレポートを。

ラスベガスにて毎年行われている、アメリカでい
ちばん大きな家電製品の展示会に年明け早々行って

が。
）
ラスベガスってカジノで有名だけど、いったいど

きました。（また仕事かよ〜？って言われそうです

こなのか？

調べてみると
ロサンジェルス
から飛行機で１
時間、ネバダ州
の荒野の中にあ
る、ゴールドラ
ッシュでできた
町ということが
わかりました。
今は、家族でも
楽しめるよう方
針変更し、１／２スケール版の東武ワールドスクエ
ア（しかし行ったことはない）のようです。スフィ
ンクスやピラミッド、自由の女神、エッフェル塔、
おとぎの国の城・・・と、変な形のホテルだらけで
す。どのホテルも１Ｆがカジノになってます。
クルマはベンツ、BMW、LEXUS、ポルシェ、フ
ェラーリといった高級車に混じってMAZDA ロード
スターや MR-S も走ってます。Solara なんていう旧
ソアラにリアがそっくりなトヨタのクーペもありま
したが、ロサンジェルスでよく見かけた 20 年前く
らいの日本車は少ないです。
さて、CES は電機業界では有名なショーです。内
容は日本の幕張で開催される CEATEC と同様で、
一般消費者向けの新製品がメインで展示されていま
すが、来場者は一般の人でありません。全米の家電
販売会社の人たちです。メーカーが売り込みのため
に行っているのです。
メイン会場はラスベガスヒルトンとなりのコンベ
ンションセンター。幕張メッセのざっと２倍くらい
の敷地と建物でしょうか？ そういえばラスベガス
は、広い道路とちょっと変な形の大きなビルが多い
幕張に雰囲気が似てるような気もします。
本来の仕
事の調査
の途中で、
かなり広
いスペー
スを使っ
て い る
mobile コ
ーナーに
行ってみ
ました。す
ると、PDA
や携帯電話ではなく、カーオーディオばかり。米語
で mobile はモバイルではなく、モービル。移動体

＝クルマということに気づきました。展示内容は意
外なことに、デカいアンプとスピーカーをいやとい
うほど装備したデモカーばかり。しかもほとんどが
シビックＲＳ、インプレッサ、ランエボ、ＲＸ−８、
Ｚ、サイオンブランドの Bb といった、ちょっとス
ポーティで、とがった日本車をベースにしています。
アメ車といえばピックアップトラックくらい。
SONY やクラリオンといった日本メーカーブース
でも同じです。家電系ブースにはいない、露出度の
高いコンパニオンのオネーチャンといっしょに写真
をとる人もいます。このへんは日本と同じ雰囲気？
があります。
日本のこの手のショーでは NAVI が主体ですが、
アメリカではカーナビは普及しておらず、これから、
パイオニアなど日本メーカーがモニター一体型の
DVD NAVI をアピールしていく段階のようです。ロ
サンジェルスで借りたレンタカーについていたナビ
は縦型の操作部一体のシンプルなものでした。GPS
付で音声案内には対応していますが、３インチ程度
のモニターには簡素な地図しかでません。それでも
碁盤の目のように単純な市内ではそれほど不自由は
ありません。まして、都市間の移動ではせせこまし
い道案内は不要です。
ほんの数日の滞在でしたが、NAVI なんて意味の
ない荒野をオーディオの音量を上げて、ガーっとロ
ードスターで走ってみたい。そんな気になりました。
（匿名希望…）

【ぼくもサファリパークに行ってきました。（ひでまろのミニ日記番外編？）】
一方その頃（・・じゃないだろうけど）ひでまろ会長は車でもってこんな体験を。
。
。
ところでうちのスタッフって案外サファリファン多いのかしらん？(;^^ゞ

ちょっと前（だいぶ前？）の会報に、前田さっち
ゃんのサファリパークレポートが載ってましたよね。
みなさん憶えてますか？実はぼくも、ちょうど富士
サファリパークに行ってたんです。あとで聞いたら
１日違いだったらしいんですけど。
サファリバスに乗った前田家とは違って、自家用
車で周ってきました。もっとも、ミニで行こうとい
う提案は反対多数で否決されてしまったので、友人
のクルマで行ったんですけどね。たしかに炎天下、
クーラーもかけずに閉め切ってるのもつらいし、ミ
ニが止まっちゃってライオンに囲まれてもなんなん
だけど…（笑）
。

このナビゲーションカーはサファリバスみたいに

ま、フツーのクルマで行ったおかげでお盆で大渋

金網がついているので、窓ガラスを開けたままサフ

滞なサファリパークを、エアコンが効く車内でゆっ

ァリゾーンに入れます。人のニオイがするからか、

くりと堪能できたんですけどね。サファリバスには

クマもフツーのクルマよりも寄ってきて、クルマに

乗ったことないけど、さっちゃんのレポートを読ん

手をかけてもうビックリ。監視してるレンジャーの

でもまだぼくは自分のクルマで行ったほうが楽しい

人に「クルマが壊されるから発車してください」っ

と思ってました。

て放送されちゃいました。ライオンゾーンでは道路

だって、熊やライオンがクルマの前を横切るし、

を外れてオフロードに入るところにライオンが休憩

ドアミラーのすぐ横ではライオンがこっち見てるじ

してる木のトンネルのようなところがあります。真

ゃありませんか。

下を通るときはドキドキです。

ところが、こないだもう一度行ったらもっと楽し

それからサファリゾーンに入る前に係の人からい

いのを見つけちゃったんです。
それは、
「サファリナ

ろいろと教えてもらうんですが、クルマの中には木

ビゲーションカー」
。サファリパークが貸してくれる

の葉がついた枝や、鹿せんべいが置いてあります。

４人乗りショートのランドクルーザーです。携帯電

窓を開けてるからキリンとか、鹿とか、バイソンと

話の位置情報システムを使ったナビゲーションを使

かに餌をや

って、自分で運転できます。コースは決められたと

ることもで

ころしか走れませんが、普通のクルマで行く舗装さ

きるんです

れたところ以外のオフロードにも入れます。

ね。鹿に餌
をやれるっ
ていうのは
たいして驚
くようなこ
とじゃない
ですけど、キリンに餌をやるのはかなりすごい経験
ですよ。あの長い首の上にあって、普段は遠くで見
ているキリンの顔が間近で見るとものすごく長いん
です。それに舌もすっごい長くて、木の葉のついた
枝を金網の隙間から差し出すとベロ〜ンって絡めて
食べられちゃいます。ぼくが行ったときはバイソン
がお腹いっぱいだったらしく、せっかくの餌には見

向きもされませんでしたけど。草食動物は全体的に
おとなしくて、餌を食べてるとき以外はほとんど動
いてませんね。シマウマなんて、置き物かと思っち
ゃうくらい動きません。
そんなこんなで 1 時間くらいかけてサファリを 1
周したあとは、ちょっと休憩してもう 1 回、自分の
クルマで 1 周しました。はじめての人は自分のクル
マで 1 周したあとにナビゲーションカーに乗るのも
いいかもしれません。1 度入園したらその日は何回
でもサファリゾーンに入れるから、あとでまたもう
1 周してきてもいいし。
サファリゾーンの制限速度は 20 キロだかそのく

士サファリクラブ会員」限定ですが、会費はタダな

らいですが、ナビゲーションカーは背が高いし、む

のにいろいろ特典があります。入園料はもとより、

ちゃくちゃホイールベース短いし、モードセレクタ

サファリパークグッズを買っても、お土産を買って

が LOW になってるし、いつも乗ってるクルマとは

も、園内で何か食べてもポイントがついて、3〜4 人

ぜんぜん違って、運転してるだけでもかなり楽しい

で行けばすぐに 100 ポイント貯まって 1 人分の無料

です。
「動物よりも運転のほうが楽しいんでしょ」
と

券ももらえるし、行くなら事前に会員になっておい

か言われちゃうくらい楽しい体験でした。もちろん

たほうがいいですよ。

動物もおもしろいんですけどね。子供がいてもいな

（注：ぼくは回し者ではありません、念の為）
。

くてもサファリパーク、かなり楽しいですよ。

（No.590 ひでまろ）

このサファリナビゲーションカー、使えるのは「富

【編集後記】
いやまあそんなわけで予定より半月お待たせしての第５号です。
いまさら新年のあいさつでもありませんが、とりあえず今年もよろしくお
願いします。
すでに咋年末の話ですが清里ミーティングの反省会を都内某電気街付近で
行ないました。で、今回は私のろどすたでひでまろ会長と合流し、夜通し下
道通って移動する予定だったのですが、なんとその夜は名古屋で予想外の大
雪！
21 時頃の段階で裏通りが白くなり始めていたのには気づいていましたが、
家を出る 23 時過ぎには既に一面真っ白。
ノーマルタイヤでこの中を行けと言
うのか・・・(T̲T)
それでもノーチェーンのままでどうにか家を出てみたものの(非常に危険
なので良い子は決してまねをしないでね！！)近くを走る国道が凍ってるの
はもちろん、どうにか小牧ＩＣから乗った東名高速も凍結で 20‑
30km/h でし
か流れていません。当然、周りの車以上に慎重にそろりそろりと走ります。
が！一瞬の油断が事故につながる。
小牧のＪＣＴで中央道に車が分かれ前方がやや開けると同時に後ろのトラ
ックも速く行けとばかりに車間を詰めてきます。私も軽くとは言え、ついア
クセルを開いてしまったからさあ大変！
あ！と思った時にはゆっくりとリアが左に流れるろどすた。流れも遅かっ
たし反射的にカウンターあてながらしばしカニ走り。まあ、すぐに
たて直せたけど、先程まではバックミラーいっぱいに映っていたト
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ラックの姿はちいさくなっていましたとさ。(^̲^;)
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いやほんと、みなさん安全運転で行きましょう。そして無理な状
2004
年
2
月
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日発行
況下での運転は控えましょう。＞特に私！
発行：EUNOS ROADSTER FAN CLUB
E-MAIL：erfc@dec.sakura.ne.jp
さてさて、次号は年度末となる３月下旬の発行予定です。次号は
URL：http://dec.sakura.ne.jp/~erfc/
もう少しロードスターネタが増やせるかな？(^^ゞ
では。
（まめぞう）

