
 友ヶ島の中心でバルスを叫ぶ 

 いつもお世話になります。阪和自動車（株）広報担当のずんだれパンダです！新しい元号が『令和』に決まりました。予想外の言葉

のせいか、僕が使ってるパソコンだと、いまだに、きちんと変換してくれません・・・って単語登録しないといけないですね。その点、ス

マホのＳｉｒｉさんに呼びかけると、きちんと『令和』と変換してくれます。すごいものです。ちなみに、僕が予想していた元号は、昭和へ

のノスタルジーで『昭』、次ぎの世がより恵み多い世になることを願って『恵』。それをあわせて・・・。この予想をずんだれママに話した

ら、「そりゃ、あかんわー」と一蹴されてしまいました（笑）。 

 さてさて。４月のとある日。東京から夜行バスに乗って遊びに来てくれた友達と一緒に、ジブリの映画『ラピュタ』ポイことで、最近人

気の観光スポットになっている『友ヶ島』に行ってきました。友ヶ島へは、加太からフェリーがでてて、往復で一人２，０００円で渡れま

す。フェリーに乗ること約３０分。船酔いすることもなく、無事島に上陸。その後、おデブさんにはちょっとツライ山道を歩いて、見晴し

のよい展望台を過ぎて、辿り着いた場所は、『第３砲台跡』。ラピュタ感満載の場所に、テンションがマックスになりました。で、記念写

真を撮ろうと前のカップルの撮影が終わるのを待ってたのですが・・・ 

待てど暮らせど終わらない。（早く動けよ）と思いながら、心の中で呪文を呟いていたので 

すが、心の声が漏れてしまう僕の悪い癖がでてたようで、友達に「ここでバルスって」と笑 

われてしまいました（残念ながら、呪文の効果はなく、もうしばらく待たされました）。  

 その後、時間もなく紀北を中心に案内したのですが、友達の満足度はかなり高かったよ 

うです。町おこしの際に、“うちの町にはなにもないから”ってのをよく聞きますが、単に気 

づかないだけで、そこかしこに眠っているのかもしれませんね。では、令和の時代も<(_ _)> 

２０１９年
５月号 

（第８２回） 
□展示場 販売 買取 
マイカーセンター ＨＡＮＷＡ 
有田郡有田川町国道沿い 
０７３７－５２－５２３１ 

□車検場 車検 修理 
サービスセンター ＨＡＮＷＡ 
有田市糸我町中番２５０ 
０７３７－８８－２０９０ 

□本社 修理 保険 
阪和自動車株式会社 
有田郡有田川町庄４０６ 
０７３７－５２－２０９０ 

～ 安 心 と 信 頼 が 標 準 装 備 ～ 

お世話になった皆様にお客様をご紹

介頂けるような販売を心掛けています 

～ A L L メ ー カ ー 取 扱 い ～ 

２０１９年５月～８月新車予定情報 ２０１９年３月国内販売ランキング！ 

毎年、新車も沢山販売してます！ 

買取・中古車探しも、お気軽にご相談ください！ 

ぱっと置いて、さっと乗れる 
   レイアウトも人気の一つです！ 

ホンダ 
N-BOX 
カスタム 

 ２０１８年度ミニバン販売台数No.1 

いい仕事やりまっせ！ 

ダイハツ 
ムーヴ 

キャンバス 

阪和自動車のお勧め在庫情報（カーセンサーにも掲載してます） 

 トヨタ ＶＯＸＹ２．０Ｘ 7人乗り 

車両本体価格 

□走行：８４，０００㎞ 
□年式：２０１２年 
□形式：DBA-ＺＲＲ70Ｇ 

ＨＤＤナビ、バックカメラ 
ＥＴＣ 

＊諸費用別 
９９万円（税込） 

阪和自動車の在庫車情報は、

こちらのＱＲコードからもご確

認いただけます（カーセンサー

のサイトにつながります）。 

日産 
セレナ 

日本で一番、しかも2年連続一番 
          売れてるクルマです！ 

好きにまみれろ！ 
～トヨタから骨太のＳＵＶ登場～ 

三菱パジェロがこの特別仕様車で生産終了に。ホンダ フィット、ダイ

ハツ タントと主力車種のフルモデルチェンジが楽しみです！ 

ＲＡＶ４ 

スズキ 
キャリィ 

年月 メーカー 車種 備考

トヨタ スープラ 新型
マツダ マツダ3（元アクセラ） フルモデルチェンジ

エクリプス クロス 追加モデル
パジェロ 特別仕様車（最終）

6月 ダイハツ ミライース マイナーチェンジ
7月 ホンダ N-WGN フルモデルチェンジ
８月 スバル レヴォーグ マイナーチェンジ

トヨタ カローラ フルモデルチェンジ
フリード マイナーチェンジ
フィット フルモデルチェンジ

スズキ ハスラー フルモデルチェンジ
新型ＳＵＶ 新型

タント フルモデルチェンジ

ホンダ

三菱
5月

ダイハツ

2019
年内

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

1位 ノート 日産 Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

2位 アクア トヨタ スペーシア スズキ

3位 プリウス トヨタ タント ダイハツ

4位 セレナ 日産 ムーヴ ダイハツ

5位 ヴィッツ トヨタ デイズ 日産

6位 ヴォクシー トヨタ ワゴンＲ スズキ

7位 フィット ホンダ ミラ ダイハツ

8位 シエンタ トヨタ アルト スズキ

9位 カローラ トヨタ ｅＫ 三菱

10位 フリード ホンダ Ｎ-ＷＧＮ ホンダ

11位 Ｃ－ＨＲ トヨタ ハスラー スズキ

12位 ルーミー トヨタ キャスト ダイハツ

13位 ヴェゼル ホンダ ジムニー スズキ

14位 アルファード トヨタ ウェイク ダイハツ

15位 タンク トヨタ ピクシス トヨタ

新型 

（写真はAdventure） 

 DEBUT 



この前、初めての合コンで、 

王様ゲームをやったんだよ。 

そしたら、一番かわいい女子が 

王様になってさ。 

「もしかしたら、僕とチュー？」 

なんてことをワクワクしてたら 

 

「おまえ帰れ」って命令された 

 

今回のお店は、『ＭＯＩＤＡ（モイダ）』さん。昨年末に

リニューアルオープンした焼き鳥『遊』の２階にできたば

かりのお店です。大きな窓から差し込む光、ドライフラ

ワーを用いた装飾、店内ディスプレイとほんとにお洒落で

居心地がよいです。チキン南蛮Ｌｕｎｃｈを頂いたのです

が、その旨かりしこと！ジューシーなお肉、南蛮酢とタル

タルソースが奏でるハーモニー。もう、ご飯がとまりませ

ん٩(ˊᗜˋ*)و。デザートのさつまいもバター＆バニラアイスは

『遊』でも人気のメニュー。別腹でいけちゃいます！ 

新車探しも、ぜひ阪和自動車で！ 

ずんだれさんの“美味いもの”探索 

ずんだれパンダさんの風景VOL.７６ 泣き笑い 

〒643-0004 

電話 

（ネットで拾ったネタで
す） 

チラシに関するお問合せは、お手数ですが、０７３７－５２－２０９０ 阪和自動車の「たんぼ」までお問合せください。 

編集後記：和歌山市のOLD TIMEに友達のバンドが出演したので、お手伝いしてきました。観客の多さと盛り上がりにびっく

り＆感動。昨年に続き、７月１４日にＡＬＥＣで歌のイベントを行いますので、また、観に来てください～。 

『フェレットの 
   ペレさんの一日』 

ずんだれパンダさんの家に居候してるフェレット（イタチ科）

のペレです！ずんだれさんのお友達に誘われて近くの公園

で、お花見をしてきたでござる。ポカポカ天気で、桜は満開。

もう、言うことナッシングな一日でした。たくさんのお友達と

遊んだから、最後はずんだれさんの服の中で一休み。それ

にしても、ずんだれさんの肉襦袢は、寝るのに最適でござ

る。これ、深夜の通販で売れる・・・かも！？ 

【桜の下でカメラ目線 
     ハイチーズ】 

令和最初の二日酔いと

いいつつ、年号がか

わっても、お酒が飲め

ないずんだれパンダさ

ん。先日、行きつけの

お店で、「コーラ」を注 

『阪和自動車のホームページ    
     良かったら見てね～』 

新車情報や、販売ランキング、ペレさんのページと

かもアップしてます。まだまだ『手作り感満載』です

が、良かったら、のぞいてみてください<(_ _)> 

横のＱＲコードから、または

『hanwacar.com』 
で検索してね！ 

【ホームページ ４月の人気記事】 

２位：【ランキング】2019年3月販売実績  
        
普通車・軽自動車 

 
 

１位：【新型】マイナーチェンジした新型プリウスの        
                         画像と動画 

３位：【新型】日産デイズ プロパイロットが 
  
 つけたりできる 

お近くの本屋さん 
または、Ａｍａｚｏｎ等で 

地域活性化に興味がある方に

は、絶対におススメの一冊で

す。公務員が起こした奇跡の

ような話に、胸が熱くなります。

いつか、この邑南町に訪れて

みたくもなりました。ちなみに、

この作品に、ずんだれの元同

僚さんがちらっと登場してて、

びっくりしました。 

『ビレッジプライド』 

定休日 

テレビ和歌山で、たまに流れてる砂嵐のＣＭでおなじみの阪和自動車。中古車さんのイメージが強いのですが 

実は、各メーカーの新車も毎年多数販売しています！新車をお探しの際も、ぜひ、ご相談くださいませ！ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋの１番人気は4月19日『レクサス初のミニバン』の話し 

Instagram  の1番人気は4月2日『陸運局の桜の写真』でした。                    

               沢山見てくれてありがとうございました！ 

【ずんだれさんの服の中で 
     眠たげなペレさん】 

０７３７–６３- ６４５５ 

和歌山県有田郡湯浅町湯浅３００７ 

文しようとして、「カレー」と言ったくらいだから、多分、今回も食べ過

ぎによる胸焼けのようです。時代が変わってもカレーは飲み物です。 

寺本 英仁 
著 

flower & cafe 

ＭＯＩＤＡ 

１１:００ ～ １５:００ 
     （L/O １４:００） 

 水曜日 『ずんだれさんの 
         スイーツ＆お菓子パラダイス』 

お店で見かけた瞬間、目を

疑ってしまいました。飲め

るプリンがあるなんて、しか

も、最近流行りのタピオカ

入り～。ファミリマートらし

い思いっきりの良い商品で

す。しかもネーミングも（笑）

味は、プリンです。凍らして

食べても美味しいかも～ 

お近くのファミリーマートで 
（数量限定） 

『たっぷりんドリンク』 

営業時間 

モイダ 

（焼き鳥 “遊” ２Ｆ）  

ＱＲか『moida0411』で 
検索してみてください！ 

『さりげなく花』さんのドライフラワー 
『ORANGES』さんのハンドメイドピアス等、
雑貨も置いてます～ 
 


