
紫陽花の綺麗どころに行ってきました
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。やっとこさ、雨の季節になりました。関西では、

過去一番遅い梅雨入りらしく、東北より関西の梅雨入りが遅くなったのは、４５年ぶりとのことだそうです。

さて、有田市と有田川町の紫陽花の綺麗どころに行ってきました。まずは、有田市にある『仁平寺』。お寺から、山に向けての

道があって、そこを一周ぐるっとまわれます。山頂付近から、眺める景色も綺麗ですが、近くを流れる小川とそのそばに咲いて

る紫陽花の組み合わせもとても綺麗でした（あと、このお寺へ行く道に、沢山の紫陽花が咲いてる個人宅があります）。

有田川町の綺麗どころは、昨年も訪れた『恵紫園』さん。こちらの紫陽花の花の多さ、色の豊富さ、種類の多さは有名で、県

外から観に来る方も多数おられるようです。あと、小鉢に入った紫陽花はとてもキュートでした（ずんだれも育ててみたい！）。

紫陽花の花言葉は、昔読んだ漫画だと『移り気』であまりいい言葉に使われてなかったのですが、最近では小さい花の集まり

から『家族団らん』という花言葉が広まって、結婚式のブーケとかにも、使われるようになったそうです。気が付けば、今月で私

ずんだれパンダも、祝４５歳。僕も早く、紫陽花を使ったブーケをトス（？）したいものですね～。では、今月も<(_ _)>

２０１９年
７月号

（第８４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７月～１１月新車予定情報 ２０１９年５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！

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）

マツダ デミオ 13スカイアクティブ
スターグレイス

車両本体価格

□走行：１８，０００㎞
□年式：２０１３年
□形式：DBA-ＤＦＪＦＳ

メモリナビ、スマートキー
ドライブレコーダー

＊諸費用別

６９万円（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）。

ダイハツ タントがついにフルモデルチェンジとなります。すでに、だい

ぶ注目されてます。ホンダ Nワゴンもフルモデルチェンジです～

タントがフルモデルチェンジ！

新型タントも、ぜひ、阪和自動車で！
年月 メーカー 車種 備考

ダイハツ タント フルモデルチェンジ
ホンダ Ｎワゴン フルモデルチェンジ

セレナ マイナーチェンジ
スカイライン マイナーチェンジ

9月 トヨタ カローラ フルモデルチェンジ
トヨタ 新型コンパクトＳＵＶ 新型

ダイハツ 新型コンパクトＳＵＶ 新型
ホンダ フィット フルモデルチェンジ
スバル レガシィ フルモデルチェンジ
マツダ デミオ マイナーチェンジ
ホンダ フリード マイナーチェンジ
ホンダ アコード フルモデルチェンジ
マツダ ＣＸ－３０ ＣＸ－３の後継

7月

８月 日産

10月

11月

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

1位 プリウス トヨタ Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

2位 ノート 日産 スペーシア スズキ

3位 アクア トヨタ デイズ 日産

4位 ルーミー トヨタ タント ダイハツ

5位 シエンタ トヨタ ムーヴ ダイハツ

6位 カローラ トヨタ ミラ ダイハツ

7位 ＲＡＶ４ トヨタ ワゴンＲ スズキ

8位 フリード ホンダ アルト スズキ

9位 フィット ホンダ ハスラー スズキ

10位 セレナ 日産 ｅＫ 三菱

11位 ヴォクシー トヨタ キャスト ダイハツ

12位 タンク トヨタ ジムニー スズキ

13位 ヴィッツ トヨタ Ｎ-ＷＧＮ ホンダ

14位 アルファード トヨタ ピクシス トヨタ

15位 ヴェゼル ホンダ ウェイク ダイハツ



ファミレスで『殿』

とだけ書いてたら、普通に

『２名でお待ちの殿様～』

と呼ばれた。普通に呼ばれたので、

（このお姉さんやるなと思ってたら）

『喫煙席でもよろしいですか？』

と言われたので、

『くるしゅうない』

と答えたら、お姉さん大爆笑した。

築１００年以上の古⺠家を改装してできた『⽉光』さん。店

内は、とても綺麗で清々しくもあり、気分も不思議と和みま

す。サラダを最初に頂いたのですが、新鮮なお野菜（⾃家栽

培無農薬野菜！）はもちろんのこと、季節のフルーツを使っ

たドレッシング（取材時は、イチゴと桃）がめちゃくちゃ美

味しい！あと、⽶粉を使ったピザ⽣地のモチモチ感と、トッ

ピングに使われてるぶどう⼭椒の⾵味と釜揚げシラスの組み

合わせが、Very(*ʻv｀)Good!でした。旬の果物をふんだんに

使ったパフェも他では、なかなか出会えないお味です〜！

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.７８泣き笑い

〒643-0163

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：６月和歌山市にある「本」屋プラグさんにて、パレスチナ料理を食べる機会がありました。ごはんにヨーグルト

をかけて食べるという、僕には思いもつかない食べ方が・・・案外イケてビックリしました！

『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！ずんだれパンダさんに誘われて、有田川町清

水にある『あらぎ島』に行ってきたでござる。でっかいカメラ

を持った人でいっぱいでござった。次は、稲穂が色づく季節

にこようと思います。あと、帰りに赤い吊り橋に。高いし、

めっちゃ揺れるしで、生きた心地がしなかったでござるよー。

ここは、もう勘弁でござる（苦笑）

【棚田の景色に
ご満悦なペレさん】

暑さに弱くて、やる気が

全くでてこないずんだ

れパンダさん・・・あれ、

寒い時もやる気がな

かったような・・・。って、

そいえば、ずんだれさ

ん食べ物以外でやる気

『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 ６月の人気記事】

２位：【新型】トヨタ カローラ＆
カローラ ツーリング 今秋発売予定

１位：【新型】ダイハツ タント ７月に

フルモデルチェンジ！

３位：【ランキング】２０１９年５月販売実績～軽自動車～

お近くのレンタル屋さん
または、Ａｍａｚｏｎ等で

まさに、北斗の拳の世界観。

「世紀末」を描くと、世界どこで

もあの姿にいきつくのかな？

アクションシーン満載の作品で

すが、メッセージ性もすごくあ

る作品。主人公より、女性人

（特に、隻腕の女性）が美しく、

カッコイイ。その世界観にどっ

ぷりつかってください。かなり

良かったです！
『マッドマックス

怒りのデスロード』

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6月15日『運転の地域のルール』の話し

Instagram  の1番人気は6月1日『MAZDA3 FASTBACK』でした。

沢山見てくれてありがとうございました！

【吊り橋が怖くて
動けないぺれさん】

090-5043-4355

和歌山県有田郡有田川町修理川６６８
（旧修理川小学校手前）

を起こしてるのを見たことがないような・・・。まずは、お嫁さん探し

専門の『やる気の神様』を見つけ出して欲しいものです（笑）

監督 ジョージ・ミラー

PIZZA&COFFEE

⽉ 光

（FB）（Insta）

『ずんだれさんの
スイーツ＆お菓子パラダイス』

某口コミサイトで、上半期１

位を獲得したこちらの商品。

上部のクリームとキャラメ

ルソースの部分は甘いし、

その下のフローズンキャラ

メルもやっぱり甘い。甘党

には、ドストライクのこの商

品です。森永キャラメル好

きな方にもお薦めです～

お近くのスーパーとかで

『森永フローズンキャラ
メルカップ230ｍｌ』

営業日

gekkou

1月～１０月 ／ 水・土・日・祝日
11：30～17：30（Ｌ/O １７時）

11月～１２月 ／土・日・祝日
11：30～16：30（Ｌ/O 16時）

⽯鹸・植物などのオリジナル
雑貨も取り揃えております！


