
イベントでＭＣをやらしてもらいました
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。７月は、本当に暑かったですね。そんな

中、チラシを配り歩いてた時は、危うく気を失ってしまいそうでした。なので、仕方なく（ほんと仕方なく、ですよ）、黒くて、

甘い飲み物（＝コーラ）を買っては、暑さを凌いでいました（・・・余計に体にわるいかもですね～）。

さて、７月１５日有田川町のＡＬＥＣで開催された、サマーライブ２０１８ 平成☆ウタマサヒコに、“ペレのご主人様”とい

う名前でＭＣ（＝司会）として参加させてもらいました。コンサートには行かないし、音楽番組もあまりみない、挙句の果

てに、最近、人前で話しもしてない僕なので、「こんな僕にできるんやろか？」と思いつつ、当日を迎えたのですが、案の

定、本番は超～ド緊張。用意していたメモも、全く役に立たず、穴があったあら入りたい状態が、公演中、ずっと続きまし

た。途中、あまりの出来なさブリと、滑りっぷりに、２、３度、気を失いかけました（苦笑）。

このイベント、名をかえ、場所をかえ、今回で３回目の開催になります。前回までは、

見るほうだったのですが、今回から、参加させてもらいました。「踊る阿呆に見る阿呆」

って阿波踊りの歌いだしがありますが、“やる”のと“みるで”は、やっぱり大違い。僕の

ＭＣの出来はちょっとした黒歴史の１ページになりましたが、でも、参加させてもらえて

ほんと良かったです。学生時代、演劇をやっていたのですが、久しぶりに、みんなで一

つのことを作り上げる楽しみにふれることができました。来年も開催すると思いますの

で、その際は、ぜひ、皆さんもお越しくださいませ。では、今月も<(_ _)>

２０１８年
８月号
（第７３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 ～

‘１８年９月～１０月新車情報 ２０１８年1月～６月の全国販売ランキング！

２０１８年８月お薦めのクルマ！

新車も中古車探しもお気軽にご相談ください！

気持ちいいほど、新しい。

スズキ
ジムニー

祝２００万台突破
みんなに愛される軽

ゆったりキャビンで快適・便利

トヨタ
カローラ
スポーツ

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 フィット １３G
Ｌパッケージ

車両本体価格

□走行：５６，０００㎞
□年式：２０１４年
□形式：DBA-GK3

ＥＴＣ、バックカメラ
プッシュスタート

＊諸費用別
８９万円（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
カスタム

スズキ
スーパー
キャリィ

フルモデルチェンジで
あらくたい人気！

仕事にも、趣味にも使える相棒が新登場！

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 ムーヴ ダイハツ

4位 セレナ 日産 タント ダイハツ

5位 フィット ホンダ デイズ 日産

6位 ヴォクシー トヨタ ワゴンＲ スズキ

7位 シエンタ トヨタ ミラ ダイハツ

8位 ルーミー トヨタ アルト スズキ

9位 フリード ホンダ Ｎ-ＷＧＮ ホンダ

10位 ヴィッツ トヨタ ハスラー スズキ

11位 Ｃ－ＨＲ トヨタ ｅＫ 三菱

12位 カローラ トヨタ キャスト ダイハツ

13位 タンク トヨタ ウェイク ダイハツ

14位 ヴェゼル ホンダ ピクシス トヨタ

15位 ステップワゴン ホンダ Ｎ-ＯＮＥ ホンダ

年月 メーカー 車種 備考

ピクシスエポック 一部改良
カムリ 一部改良
アクア 特別仕様車
シエンタ マイナーチェンジ

日産 セレナ 一部改良
ステップワゴン 一部改良
グレイス 一部改良
ミライース 一部改良
ムーブキャンバス 一部改良

日産 エクストレイル 一部改良
シビック 一部改良
シャトル 一部改良

マツダ デミオ 一部改良
インプレッサ 一部改良
XV 一部改良

スズキ エスクード マイナーチェンジ
ミライース 一部改良
ムーブキャンバス 一部改良

９月

ホンダ

ダイハツ

トヨタ

ホンダ

１０月

ダイハツ

スバル

荷席がフラット！
助手席までフラット！

助手席側ピラーレスで、
荷物の積み降ろしも便利！

N-VAN

ホンダ

（開演準備中の写真）



ドラッグストアで小学低学年ぐらいの女の子が

『１０歳若返ります！』

と宣伝している夫人用の化粧品を見て、

お母さんに

「これ欲しいー」

って言ったら、お母さんが

「死ぬわよ！」

って、言ったので、思わず

吹き出して笑ってしまった。

今年５月にオープン３年目を迎えた『マンサダパン日和』さん。

とても、気持ちの良い店内です。ずんだれが、必ず買うのは、

なんといっても、揚げアンパン。外の“カラ・サク”といった食

感と、中のアンの甘味がめちゃくちゃマッチしています。いろ

んな種類のパンがありますが、フレンチトーストを出している

お店は珍しいかも。もちろん、こちらも、おススメです。あと、

出来立てのパンや、ピザが食べ放題のランチは、大人気！

予めランチ用に小さく作られたパンのおかげで、いろんな味

のパンをお腹いっぱい楽しめます（＾◇＾）！満席のことが多

いので、来店の際は予約したほうが良いかと思います～

良かったらＱＲコードから、検索・フォローしてください<(_ _)>

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.６９泣き笑い

〒６４３-０８０１ 有田郡有田川町徳田１５３３－２

ＴＥL ０７３７-５２-８０３６

定休日 月曜日

（ネットで拾ったネタです）

「なぜ、こんなに暑いの

か？そうだ、全身毛でお

おわれているからだ！」

といまさらながら、気づい

たずんだれパンダさん。

後先考え

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

編集後記：日テレの“スッキリ”の“ＨＡＲＵＮＡまとめ”というコーナーにグアムで見つけた、右の飾りを応募

したら、見事採用されました。人生初、日本全国に僕の名前が放送されたのですが、僕の名前のテロップを見ると

・・・お見事に漢字が間違われてました。残念です。

『ずんだれさんの
スイーツ＆お菓子パラダイス』

会社の子が絶賛してたの

で、買ってみました。コンビ

ニスイーツでは味わえない

“ぷるんぷるん”とした食感

です。後味に少し苦みがあ

る甘い抹茶味ですが、いや

なくどさがなくて美味しいで

す。あとは、量がおおけれ

ばな～～と思うばかり。

ご近所のローソンで

営業時間 ９:００～１８:００

『NO FERRET, 
NO LIFE』

フェレット（イタチ科）のペレです！７月のフェスに向けて、歌

の練習をしようと思ったのですが、ずんだれパンダさんの音

痴な子守唄のせいでオイラも相当な音痴になってしまっで

ござるよ。トホホでござるな～。

某スタジオにて（７月初旬撮影）

絶景で
ござるな～

ずに、全身剃ってみたのはいいものの・・・あまりの貧相な姿

に、少しの間、家にこもるそうです。それにしても、今年の夏

は、本当に暑いですね。熱中症とか気をつけてくださいね。

LUNCH １１:００～１４ :００

『阪和自動車のホームページ
ができました！』

『手作り感』半端ない、『阪和自動車株式会社』

のホームページができました！

クルマの情報以外にも、いろいろと載せてます。

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！

【７月の人気記事】

１位：クルマで冠水した道を走ると・・・

２位：【ホンダ】新型Ｎ－ＶＡＮの画像と動画を
撮ってきました～

３位：【スズキ】ジムニー、ジムニーシエラ発売！

借金玉 著

書店、Amazon等で

自分自身、最近、失敗やミス

が多いので、ちょっと気になっ

てこの本を読んでみました。第

２章の人間関係『全ての社会

は「部族」である』は、普通にコ

ミュニケーションに悩んでいる

人にも役立つ内容だと思いま

す。これをもっと早く知っていた

ら、僕も前の会社を辞めずに

すんでいたかも？？と思いま

した。

阪和自動車株式会社 Instagram Ｔｗｉｔｔｅｒ カーセンサーFacebook

【中身】

【パッケージ】

もっちりとした抹茶葛ねり

キッズスペース・
オープンテラスあります！

ピザ、お持ちかえり
できます！

いろんなパンの
味が楽しめる
ランチバイキング


