
のりちゃん

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。新型コロナウィルスの関係で「どよーん」とした雰

囲気の２月。うがい、手洗いをプラスして、いつもと変わらない生活をおくれたらなぁ〜と考えながら文章を書いてます。

さてさて。今年も湯浅町商工会青年部主催の出張鬼さんに参加してきました。ほんとは、自動車運転とかのサポート役を希

望してたのですが、人数の関係で今年も鬼の仮面を被ることになりました。今回、僕らのチームは青鬼、赤鬼、黄色鬼の３人構

成。事前にもらったアンケート用紙を見てみると、最初のお宅は、同級生の家でした。息子さんが泣き虫なのを知ってたので、

大泣きしてくれるかなぁ〜と期待してたら・・・全然泣かない。「おまえ、タブレットでYouＴube ばっかり観てるらしいなぁ、あかん

やないか！」と赤鬼が怒ってみれば、お姉ちゃんが「いや、調べもんもしてると思います…」とすかさずヘルプ。素晴らしい兄妹

愛に（なんやん、めっちゃ成長してるやん！）と、ちょっと嬉しくなりました。

最後のお宅はお子さんが一人だったこともあり、号泣。大泣きする姿に、パパママさんも大満足の

模様でした。最後は「鬼は外！」と豆をぶつけられながら逃げるのですが、その時、青鬼が寄ってき

て「ずんだれさん、パンツがパンツが」というので、足元を見てみるて・・・鬼のパンツが足元まで落ち

てて・・・「え、いつから落ちてた？？」て聞いたら、「いや、だいぶ前から落ちてましたよ」とのこと。鬼

の仮面を被った全身タイツ姿の男・・・黄鬼が赤鬼になるくらいの恥ずかしさでした。今月も<(_ _)>

鬼のパンツ

２０２０年
３月号

（第９２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 ～

『フェレットペレさんの一日』
ずんだれパンダさん宅に居候しているペレです！２月最

初のお休み。「梅見にはまだ少し早いかね～」とずんだれ

さんと話ながら、南部梅林に行ってみたら・・・暖冬の影響

もあってか、めっちゃ満開。梅の花を見ながらえっちらほっ

ちら坂道を登っていくと、頂上では今年も猿回しがありまし

た。すごいお客さんだったのですが、その側に、マスコット

界の大スター、きいちゃんがぽつんと！！みんながお猿さ

んに見とれてる間に、たっくさんツーショット写真を撮れて

ラッキーでした。あんなスターにオイラもなりたいなー。

前を通るたび、いつも沢山のクルマが止まってる中華レス

トラン『のりちゃん』さん。ラーメンセット（チャーハン

を大盛りに！）を注文したのですが、チャーハンを炒める

音と香りで、お腹の虫が鳴りっぱなしモードに(o´β｀o)。

ラーメンは、塩・醤油から選べます。どちらも、ガラの旨

みがしっかりでたスープが特徴で、あっさりとした飽きが

こない味に仕上がってます！ジューシーな唐揚げも人気な

んですが、当日売り切れてて食べれず(> <。)。お子様か

らお年配りまで、ご家族みんなで楽しめるお店です！

泣き笑い

〒６４３- ０８１３

ＴＥＬ

桜を見る会の「募集

をしているが募って

はいない」という首相

の名言（迷言）を真

似して「飲んではい

るが、飲酒はしてい

有田郡有田川町西丹生図 ３６３ – １７

ない」って答えてたら、「そんな言い訳、通じると思てるんか！」

と空想上の嫁に怒られるのを楽しんでるずんだれさんです。

定休日 毎週水曜日・第３木曜日

営業時間 １１：００ ～ １４：００
１７：００ ～ ２１：００

ずんだれさんの“美味いもの”探索

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。お嫁様募集中だが、令和の時代も独身ぽい。

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。入れるとめっちゃ怒る。南部梅林にて

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.８６
マクドナルドでの隣の学生の会話。

学生Ａ
「まさきの漢字って、どんな字書くの？」

学生Ｂ
「え、僕の？田村正和の“正”に樹木希林の“き”だよ～」

学生Ａ
「へー、そうなんや～」

って、どの“き”かわかったんかな（笑）

（ネットで拾ったネタです）

０７３７ - ５２ －８００７

中華レストラン

ホームページ



３月１９日発売

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。

カーリースで新車に乗ろう！

お車選びの新しい選択肢

ダイハツ ムーヴキャンバス

グレード Ｌ ＳＡ　Ⅲ
トヨタ シエンタ FUNBASE

22,600円
７年リース

ダイハツ ムーヴキャンバス

グレード Ｌ ＳＡ　Ⅲ
トヨタ プリウス E

30,900円
７年リース

ダイハツ ムーヴキャンバス

グレード Ｌ ＳＡ　Ⅲ
トヨタ ライズ Ⅹ

７年リース

＊写真はイメージです ＊写真はイメージです

21,100円

～各種国産メーカー、車種も取り扱いできます～

ボーナス（年2回）+60,000円加算ボーナス（年2回）+60,000円加算ボーナス（年2回）+60,000円加算

月々

２０２０年３月～１１月新車予定情報 ２０２０年１月国内販売ランキング

トヨタ ヴォクシー
2.0ＸＬエディション

□年式：２０１２年
□形式：ＤＢＡ – ＺＲＲ７０Ｇ
□距離：９０，０００ｋｍ
□車体番号：０５７

＊別途諸費用

ＨＤＤナビ、フルセグＴＶ
８人乗り

８９万円

車両本体価格

＊別途諸費用

□年式：２０１４年
□形式：ＤＢＡ-ＨＥ２２Ｓ
□距離：６１，０００ｋｍ
□車体番号：７５０

スズキ アルトラパン
６６０ショコラＸ

スマートキー、ＣＤ
ＥＴＣ

ホンダ N-WGN
660カスタムＧターボ

□年式：２０１４年
□形式：ＤＢＡ-ＪＨ1
□距離：５２，０００ｋｍ

＊別途諸費用

ＨＤＤナビ、フルセグＴＶ
スマートキー

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

軽トラ・バン・トラック・フォークリフト 働くクルマもやってます！

阪和自動車のＨＰは
こちら

日産・三菱から新しい軽が登場！

＊写真はイメージです

軽トラ トラック

買取・中古車探しも、お気軽にご相談ください

車両本体価格

７９万円

車両本体価格

９３万円

月々 月々

他のグレード、カラー、メーカーオプション、付属品も選べます。契約走行距離は月間７５０ｋｍを想定しています。掲載のリース料
には車両本体価格、環境性能割、登録諸費用、自動車税（全期間）、重量税（全期間）、自賠責保険料（全期間）、装備オプション
（フロアマット、サイドバイザー）が含まれています。また、継続車検基本工賃（基本点検整備料、完成検査料、代行料、登録印紙
代）2回分が含まれています。

年月 メーカー 車種 内容
3月 日産 ルークス フルモデルチェンジ
4月 日産 キックス 新型
5月 トヨタ クラウン 一部改良

トヨタ ハリアー フルモデルチェンジ
ダイハツ タフト 新型

7月 トヨタ ＲＡＶ４ 追加モデル
ランドクルーザー３００ フルモデルチェンジ

ヤリス 追加
日産 　ノート フルモデルチェンジ

ダイハツ ムーヴ フルモデルチェンジ
ホンダ N-BOX マイナーチェンジ
ホンダ オデッセイ マイナーチェンジ

11月 ホンダ Ｎ ワン フルモデルチェンジ

6月

８月 トヨタ

9月

10月

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

1位 ライズ トヨタ ホンダ Ｎ-ＢＯＸ

2位 カローラ トヨタ 日産 デイズ

3位 ノート 日産 スズキ スペーシア

4位 シエンタ トヨタ ダイハツ タント

5位 セレナ 日産 ダイハツ ムーヴ

6位 フリード ホンダ ダイハツ ミラ

7位 プリウス トヨタ スズキ アルト

8位 アクア トヨタ スズキ ハスラー

9位 ルーミー トヨタ スズキ ワゴンＲ

10位 ヴォクシー トヨタ ホンダ Ｎ-ＷＧＮ

11位 ＲＡＶ４ トヨタ 三菱 ｅＫ

12位 アルファード トヨタ ダイハツ キャスト

13位 タンク トヨタ スズキ ジムニー

14位 インプレッサ SUBARU スズキ エブリイワゴン

15位 ソリオ スズキ ダイハツ ウェイク

ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

日産 ルークス／
ハイウェイスター

三菱 ＥＫ スペース／
クロス スペース

フォークリフト


