
今、そこにある『リアル』
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。今夏の甲子園。『智辯和歌山』 対 『星稜』の試

合は、ほんと、シビレました。奥川選手のピッチングに、真向から勝負する智辯和歌山打線。１４回になってもあのスピード、あ

のキレ。そして、奪った三振の数は２３。もし、延長が１８回まであったら、坂東英二さんの奪三振記録２５（１８回）を抜いて可能

性は高かったですね。そして、あそこまで、奥川選手を本気にさせた智辯和歌山打線もさすがだな～と思いました。

さて、８月。そんな感動とは、売って変わって、ノストラダムスもドン引きするような恐怖のイベントがありました・・・そう、健康

診断です。『カレーは飲み物』『揚げ物はゼロカロリー』なんてことを言ってはばからない僕ですが、この日だけは、『現実』という

恐ろしい壁に向かいあわなければなりません。特に、体重計に乗る際には、映画『アルマゲドン』の『ブルース・ウィルス』のよう

な『覚悟』を持って乗りこみます。どこからか、エアロ・スミスの歌声さえ、聴こえてきます。体重計に乗る時は、細心の注意を

払って、メモリが動かないようにそうっと、左足から乗ることに決めています。そうすると、あ～ら不思議、

体重がこんなに軽く・・・あれ、この体重計は壊れてるのかな？？僕が思っている体重とはだいぶ違いま

した(# ﾟДﾟ)。ちなみに、視力は０．６→１．２へアップ。これは、計測する前に、眼鏡を拭いたのが良かった

のかもしれません。血圧も、びっくりするくらい普通。なのに、なぜ体重だけが・・・この裏切り者！と言いた

いところですがそれも自分が蒔いた種。立派に育った贅肉という果実を刈り取る努力、もっとせなあかん

なぁ〜とガリガリクンを食べながら思っています。では、今月も宜しくお願いします<(_ _)>

２０１９年
９月号

（第８６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９月～２０１９年1月新車予定情報 ２０１９年６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）

ニッサン デイズハイウェイスター
Ｇターボ

車両本体価格

□走行：２２,０００㎞
□年式：２０１３年
□形式：DBA-B２１W

メモリナビ、 ＥＴＣ
フルセグテレビ

＊諸費用別

７５万円（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）。

トヨタ カローラがフルモデルチェンジ！ホンダ フリードのマイナーチェン

ジには、ＳＵＶテイストの「クロス」が設定される予定。見逃せないです！

やっぱり、売れてます！新型タント

各メーカーの軽トラお取扱いしてます！

2019年８月９日
発売

ダイハツ
ハイゼットトラック

ススキ
キャリィートラック

ホンダ
アクティトラック

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 デイズ 日産
3位 シエンタ トヨタ タント ダイハツ
4位 ヴィッツ トヨタ スペーシ スズキ
5位 アクア トヨタ ムーヴ ダイハツ
6位 ルーミー トヨタ ミラ ダイハツ
7位 カローラ トヨタ ワゴンＲ スズキ
8位 セレナ 日産 アルト スズキ
9位 フィット ホンダ ハスラー スズキ
10位 ＲＡＶ４ トヨタ キャスト ダイハツ
11位 ヴォクシー トヨタ ｅＫ 三菱
12位 フリード ホンダ ジムニー スズキ
13位 タンク トヨタ ピクシス トヨタ
14位 アルファード トヨタ ウェイク ダイハツ
15位 ヴェゼル ホンダ Ｎ-ＯＮＥ ホンダ

年月 メーカー 車種 内容

トヨタ カローラ フルモデルチェンジ

マツダ ＣX-３０ 新型

スバル インプレッサ 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 N-BOX マイナーチェンジ

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

トヨタ Ｃ-ＨＲ マイナーチェンジ

ホンダ アコード フルモデルチェンジ

ダイハツ 新型ＳＵＶ 新型

トヨタ アルファード／ヴェルファイア マイナーチェンジ

スズキ ハスラー フルモデルチェンジ

９月

10月

11月

12月

1月

新型タントもぜひ、阪和で！



ある夫婦は、結婚１０年目の記念日を迎えた。

二人は旅行の計画を立てる事にした。

夫 「何処へでも、お前の行きたい場所へ

連れて行くよ。」

妻 「そう。じゃあ、今まであまり行ったことの

無い場所がいいわ。」

夫はうなずくと、妻を台所へ連れて行った。

今回のお店は『ACCHA CURRY（アッチャ カレー）』さん。

今年７⽉にオープンしたばかりのスパイスカレーが⼈気のお

洒落なお店です〜。今回頂いたのは、２つのカレーが楽しめ

る『あいがけ』。スパイスの⾹りと⾟み、そして軽やかな酸

味が特徴的な『トムヤムカレー』と、出汁のきいたルーと、

やたらと美味い⽜すじが⼊った『⽜すじカレー』をチョイス。

どっちも、アッチャ（美味い）のはもちろんのこと、ハマっ

ちゃう味です(*´∀｀*) ちなみに、ずんだれ現在の⼀ハマり

は、グリーンカレー。⽢味と⾟みのハーモニーは絶品です！

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.８０泣き笑い

〒643-0032

TEL

（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：サザエさんのマスオさん声優だった、増岡弘さんが降板されました。マスオさんといえば、『ええぇー』って驚

きの声が有名ですが、こち増岡さんのアドリブだったそで、台本には、「えー」しかなかったとか。長年お疲れ様でした！

『フェレットの
ペレさんの⼀⽇』

ずんだれパンダさん宅に居候しているペレです！８月２３日で

２歳になりました！ずんだれさん、わざわざケーキを買ってく

れたんだけど、オイラは観てるだけ。ずんだれさんに全部食

べられましたでござるよヽ(￣Д￣*) まぁ、寝心地のよいクッ

ションをゲットしたから良しとしますか。あっしも、人間年齢で

いうと、３４歳。そろそろお嫁さんが欲しいでござるな～～

【 誕生日ケーキを沢山、

買ってきてくれたのは

いいんだけど・・・】

フェレット（イタチ科）の

ペレさんがわが家に来

て、早１年と半年。「最

近、遊んであげないか

ら、あの娘や、この娘、

みんなペレさんに焼き

もちを焼いてるやろう

『阪和のホームページリニューアルしました～』

横のＱＲコードから、または

『hanwacar.
com』
で検索してね！

080-4989-6789

和歌山県有田郡有田川町天満１７１－１

な～」と想像を膨らませるずんだれパンダさん。でも、そんな仲の

良い女子がいたら、そもそもペレさんをお迎えしていなかったよう

な・・パラドックスの世界に生きるずんだれさんに誰か愛の手を！

spice
ACCHA CURRY

営業日 ランチ 11：30 ～ 14：00
（Ｌ/O １３:３０）

定休日 不定休

空前絶後の『⼿作り感』満載だっ
た、阪和⾃動⾞のホームページが、
やや、ちょっとだけ、カッコよく
＆⾒やすくなりました。
（＊あくまで個⼈の感想です！）

モデルチェンジの情報や、新⾞
販売実績はもちろんのこと、弊
社の『在庫』もアップしてます。
過去の⼈気記事もみれます〜

あと、ずんだれパンダさんが、
どこかで仕⼊れてきた⾯⽩情報
や、フェレットのペレさんとの
お出かけの模様も『ずんブロ』
のほうにアップしています！

【 誕生日のプレゼントに

もらったクッションで

寝るペレさん 】

『今⽉のおススメの
本や漫画や映画やらはこち！』

野球漫画の名作の一つ

『キャプテン』『プレイボー

ル』の続編が数十年ぶりに

でています！努力の天才

キャプテン谷口が墨谷高校

で、丸井や、五十嵐といっ

た仲間達と甲子園を目指し、

熱血野球漫画です。

こちらは、ゴルフ漫画の名

作。主人公沖田圭介がゴ

ルフで出会った人々を通じ

て、人間的にも成長してい

く漫画です。特に宇賀神さ

んとのやりとりは、涙もので

す。話の最後に、作者のポ

エムものっています。

（サン・フォルテ宮井 １ 階）

その日のメニューとか
アップされてます～

アッチャカレー


