
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。ラグビーワールドカップの盛り上がりは、ほ

んとすごいですね。日本は決勝トーナメントで強豪南アフリカに負けてしまいましたが、目標のベスト８を達成。どの試合

も、鳥肌ものの熱戦ばかりで、ラグビーってこんなに面白いものだと改めて気づかされました。

さてさて。１０月。有田川町のとある場所で開催された『婚活パーティ』なるものに、潜入（＝参加）してきました。久しぶり

の潜入ミッション・・・道中、緊張しすぎて、何度か吐きそうになりました。婚活パーティというと、自己ＰＲを書いた用紙を相

手に渡して、席を替わりながら順番に２、３分ほどトークスをしていく時間があります。ずんだれの場合、源氏名（本名）が

少々変わっているので（全国に３５０人しかいないそうです）、ほぼ源氏名の話しで終わることもあります。

今回の婚活パーティには、素敵な女性の方が沢山参加されていたのですが、その中でも、ずんだれのハートを“ズ

キューン”と打ち抜いた方が一人おられました。やっとこさ、その方とお話しする順番がまわってきたのですが、相手の自

己ＰＲの趣味のところには、まさかの「ランニング」。「人生で５ｋｍ以上走ったことないなぁ」

なんてことを考えてたら、あっという間に時間が過ぎてしまいました。今であれば「僕は、

マラソンは苦手ですが、あなたの伴走者になりたいです！」なんて、匂う言葉も思い浮

かんだりするのですが、気になる女性の前では無口になる悪い癖も相まってほぼ、何

もしゃべれずに撃沈。今年のクリスマスもお独り様のようです。では今月も<(_ _)>

まだまだまだ“結婚できない”男

２０１９年
１１月号
（第８８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１1月～２０２０年４月新車予定情報 ２０１９年９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）

ホンダ N-ONE GLパッケージ

車両本体価格

□年式：２０１３年
□形式：ＤＢＡ－ＪＧ1
□距離：２４，０００ｋｍ

７９万円 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）。

ホンダフィットの発売予定がのびにのびて、来年２月に。１１月はダイハ

ツ・トヨタから新型ＳＵＶが登場します。なかなかかっこいいみたいです!

コンパクトボディ＆小回りが効く
運転のしやすさも人気の一つです！

トヨタ
シエンタ

パレットに載った荷物やコンテナの
積み降ろしに大活躍

トヨタＬ＆Ｆ
フォークリフト

使勝手の良さもよりよくなって
いろんな世代の方に、大人気です！

ダイハツ
タント

年月 メーカー 車種 内容
トヨタ 新型コンパクトＳＵＶ「ライズ」 新型

ダイハツ 新型コンパクトＳＵＶ「ロッキー」 新型

トヨタ プレミオ／アリオン 改良

ホンダ アコード フルモデルチェンジ
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
トヨタ ヤリス フルモデルチェンジ

ホンダ フィット フルモデルチェンジ
スズキ ワゴンＲ マイナーチェンジ
日産 デイズルークス フルモデルチェンジ
三菱 EKスペース フルモデルチェンジ

4月 トヨタ ハリアー フルモデルチェンジ

11月

1月

2月

3月

12月

順位 ブランド名 メーカー名 軽自動車 メーカー

1位 シエンタ トヨタ ホンダ Ｎ-ＢＯＸ

2位 ノート 日産 ダイハツ タント

3位 プリウス トヨタ 日産 デイズ

4位 カローラ トヨタ スズキ スペーシア

5位 ヴォクシー トヨタ ダイハツ ムーヴ

6位 アクア トヨタ ダイハツ ミラ

7位 セレナ 日産 スズキ ワゴンＲ

8位 ルーミー トヨタ スズキ ハスラー

9位 フリード ホンダ スズキ アルト

10位 タンク トヨタ 三菱 ｅＫ

11位 ＭＡＺＤＡ３ マツダ ダイハツ キャスト

12位 フィット ホンダ スズキ ジムニー

13位 ヴィッツ トヨタ トヨタ ピクシス

14位 ＲＡＶ４ トヨタ ホンダ Ｎ-ＷＧＮ

15位 アルファード トヨタ ダイハツ ウェイク

実は一番売れてる普通車（ ８月・９月普通車販売台数No.1）

＊別途諸費用

社外ナビ ＥＴＣ
スマートキー



今日久しぶりにレストランに行ってきた。

隣のテーブルにカップルが座っていて、ウェーターが

料理を持ってきた。

「鈴木でございます」とウェーターが言った。

カップルの男の方が「久保田でございます」

女の方が「細谷でございます」と言った。

ウェーターは、背中が小刻みに震えながら、

「本日のお勧めの魚のスズキでございます」と説明していた。

今回のお店は今年１０月にオープンしたばかりのハワイアンキッ

チン『BEACH69(ビーチロック）』さん。穏やかで、の～んびりした

空間に癒されます。当日頂いたのは『マヒ（マグロ）＆アボガド』を

使った『ポキ丼（ハワイの漬け丼）』。わさび醤油がぴりっと効いて

美味しかったです！日々、いろんな新メニューを考案中とのこと

でこのチラシのゲラ版を持って行った時に食べたパンケーキなん

かもう(*´∇｀*) でした。アルコールが苦手な方向けに、ノンアル

のカクテルも多数ご用意しています。ご家族、お友達とのお食事

に、あと、夜カフェを楽しみたい方にもお薦めのお店です！

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.８２泣き笑い

〒６４３- ０３１４

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：１０月友達の結婚式に参加してきました。仲間で作った手作りの結婚式。笑いあり、サプライズあり、涙は・・

あまり無かったかな（笑）。心あったまる、とても良い式でした。末永く、お幸せに～あと、僕のお嫁さんもさがしてね～

『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！ご主人と一緒

に湯浅町の建国神社さんのお祭りに行ってきたでござる。ワッ

ショイワッショイとお神輿を担いでる人、太鼓をたたく子供、そし

て御所車の行列。沢山の人がいて、賑やかで楽しかったでござ

る。来年こそは、御所車に乗る人に選ばれないかな～。豪華な

御所車に乗って、湯浅町を練り歩きたいでござる～。

【 御所車とても

豪華で綺麗だな～ 】

ＢＡＲでかっこよくお酒

を飲んでいるフリをし

ているずんだれパンダ

さん。でも、お酒が飲

めないので、代わりに

飲んでいるのは、カ

レー。カレーは飲み物

『ホームページ 更新しています～』

横のＱＲコードから、または

『hanwacar.
com』
で検索してね！

０７３７－２３－７８７０

和歌山県有田市野５１０

と豪語するずんだれパンダさんだけど、辛いのは苦手なようで、

アイスで辛さを中和しながらカレーを飲んでます～

OPEN
＊16：00 ～ 18:00 （close）
１１：００ ～ ２５：００

【 勇ましい鎧武者さと

ハイチーズ】

『今⽉のおススメの
本や漫画や映画やらはこち！』

BEACH69

約９人が座れる個室あり
小さなお子様がいても安心です！

【１０月読まれた記事】

１位：【チラシ】２０１９年１０月号のチラシ

２位：【発売延期】新型フィット来年２月発売へ

３位：【販売実績】２０１９年９月新車販売実績
（軽自動車）

４位：【販売実績】２０１９年９月新車販売実績
（普通自動車）

５位：【在庫車】ＢＭＷ３２０ ｉ ＥＴＣ ＣＤ付き

Facebookで一番読まれたのは

１０月２１日投稿の
「来年発売予定のヤリス」のリーフレット

Instagramで一番見られたのは

１０月１０日投稿の
「ジムニーの写真」と朝の挨拶

映画「エクソシスト」は、逸話も含めて衝撃的な作品でし

た。今回のドラマ「エクソシスト」はその４０年後を映画い

ています。あの音楽はやっぱり怖いし、話も怖いし、グロ

イしで。でも、１０話を一気観してしまうほどの面白さでし

た。映画を観た後にドラマを観たらより楽しめるかも～

【このチラシの 登場人物 】

ずんだれパンダ：１９７４年生まれ。湯浅町生まれ湯浅町育ち。その

昔、アメリカンジョークで孫正義氏から２度笑いをとったことがある。

好きな飲み物（？）はカレー。まだまだ独身が続きそう。

フェレットのペレさん：２０１８年、アメリカ生まれ。趣味は部

屋の模様替えで、寝床にはこだわりがある。好きなモノは、

アヒルのガーガー（おもちゃ）。苦手なのはお風呂。

1973年に公開された
映画「エクソシスト」

その40年後を舞台に
したドラマ

CLOSED wednesday

Lunch

Cafe

Dinner

１１：００ ～ １６ ：００

１４：００ ～ １６ ：００

１８：００ ～ ２４ ：００

１８：００ ～ ２４ ：００
beach69.arida

ＨＡＷＡＩＩＡＮ ＫＩＴＣＨＥＮ

ビ ー チ ロ ッ ク


