
桜蓮 -karen-

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。最近、ますますコロナコロナして

います。マスクはまだしも、近所のスーパーからトイレットペーパーが蒸発したのは、さすがにびっくりしまし

た。僕の大学時代の友達が実家を建て替える時（２０年くらい前の話）、家を片付けていると、誰が買い貯めて

いたのか、（多分）オイルショックの頃に買ったぽいトイレットペーパーが沢山でてきて、驚いたという話を思

い出しました。今回のトイレットペーパーで、そんなことは起こりますかね～。

さてさて。今年１月から、うちで働いてくれている従業員さんがいるのですが、その方の「おはようございま

す！」がとても素晴らしく、毎朝元気をもらっています（ちなみに、僕の挨拶は、水をかけられたアンパンマン、

もしくはＭｒ.オクレなみ(@_@)）。昔、前の職場に仕事の失敗には全く怒らないけど、飲み会の集合時間に少し

でも遅れると、ゲキオコするちょっとファンキーなボスがいました。その方の名言（迷言）の一つに「挨拶は人

の心を開ける鍵」てのがあります。ボス曰く、どんなに嫌な相手や、前日に大喧嘩した嫁さんにも、必ず元気よ

く「おはよー」と挨拶するそうです。相手が無視しても、気にせず、続けるそうで、「そしたら

いつかはオープンハートよ」とニッコリ笑って言ってました。４月はいろんな出会いがある季節。

出会った人に、少しでも元気を分けれるような挨拶ができればいいですね。では、今月も<(_ _)>

挨拶は人の心を開ける鍵

２０２０年
４月号

（第９３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！ずんだ

れさん連れられて、有田川鉄道公園に行ってきました。

この公園、芝生があり、散歩道もあって大好きです。こ

の日は、電車も走っていました。『これって、小雪さん

が乗った電車かな？？同じ席に座ってみたいな～』って、

ずんだれさんの心の叫びが聞こえてきました(@_@)。あ

と、機関車の運転手にもチャレンジ。我ながらかっこい

いです。いつもは、クルマでお出かけしてるから、今度

は汽車に乗ってお出かけしたいな～。

今回のお店は、『桜蓮 karen 』さん。３月にオープンした

ばかりのお店です。最初に頂いたのは、生春巻き、バイン

ミー、フォー、プリンのランチプレート。体の隅々に染み

渡るような優しい味わいだけど、美味しさを後から思い出

せるしっかりとした味わいの一品です。あと、最近カレー

も追加されました。食べた瞬間ココナッツの甘味と香りが

口の中に広がり、そのあと辛味と旨みが口の中いっぱいに

広がってほんとｳﾏｰ━(●ﾟ∀ﾟ●)━!!!!でした。食後には、

ぜひ、香り高いベトナムコーヒーもお楽しみください！

泣き笑い

〒６４３- ００５１

ＴＥＬ

英語どころか、最近

の話相手がほぼペレ

さんなので、日本語も

怪しくなってきている

（？）ずんだれパンダ

さん。なので、テレビ

有田郡広川町下津木１２９３－２（ほたるの湯近く）

を利用して、スピードラー〇ングみたいに日本語の練習をしている

のですが・・多分、この使い方は１００％間違ってますね（笑）。もっと

日本語を使った、わかりやすい説明をして欲しいものですね。

定休日 水曜日・木曜日

営業時間 １０：００ ～ １７：００
（土・日・祝は１８：００まで）

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。有田川鉄道公園にて

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.８７
そろそろ母の誕生日なので

「プレゼント、何がいい？」

とＬＩＮＥで尋ねたら、

「アデランスのランニングシューズ！」

と返信があった。

多分、それ

「アディダス」
（ネットで拾ったネタです）

０７３７ – ５７ －４０６９

古民家カフェ

二次会や女子会、

各種パーティー

なども承ります。

お気軽にご相談

ください。



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

スズキ キャリィトラック
ＫＣ 農繁仕様

９,７００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 カローラスポーツ
ＨＩＢＲＩＤ ＧＸ

２８,３００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
日産 ルークス Ｓ

７年リース

＊写真はイメージです ＊写真はイメージです

１４,３００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４月～１１月新車予定情報 ２０２０年２月国内販売ランキング

日産 ジューク1.5
15RSアーバンセレクション

□年式：２０１１年
□形式：ＤＢＡ – ＹＦ１５
□距離：５６，０００ｋｍ
□車体番号：６９４

＊別途諸費用

メモリナビ、フルセグＴＶ
スマートキー、ＥＴＣ

８５万円

車両本体価格

＊別途諸費用

□年式：２０１３年
□形式：ＥＢＤ – ＨＡ８
□距離：６６，０００ｋｍ
□車体番号：１２９

ホンダ アクティ・トラック ＳＤＸエアコン、パワステ
パワーウィンドウ

三菱 ｅｋカスタム ターボ

□年式：２０１３年
□形式：ＤＢＡ-Ｂ１１Ｗ
□距離：１８，０００ｋｍ
□車体番号：４２６

＊別途諸費用

メモリナビ、フルセグＴＶ
バックカメラ、ＥＴＣ

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 働くクルマにもやってます！

阪和自動車のＨＰは
こちら

小型車の常識を変える燃費と走りの安定感！

＊写真はイメージです

箱バン トラック・ダンプ

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

５５万円

車両本体価格

６９万円

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。

ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

フォークリフト

年月 メーカー 車種 内容
アルファード／ヴェルファイア 特別使用車

ヴォクシー／ノア／エスクァイア 改良
三菱 ミラージュ マイナーチェンジ
トヨタ クラウン 改・特
日産 キックス 新型
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
ホンダ レジェンド マイナーチェンジ
スズキ スイフト マイナーチェンジ
トヨタ RAV4 追加

スズキ ソリオ フルモデルチェンジ
ホンダ N-BOX マイナーチェンジ
日産 　ノート フルモデルチェンジ

スバル レヴォーグ フルモデルチェンジ
10月 ホンダ Ｎ ワン マイナーチェンジ
11月 ホンダ オデッセイ マイナーチェンジ
12月 トヨタ ＴＪクルーザー 新型

4月
トヨタ

5月

6月

7月

８月

9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 Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

2位 ノート 日産 デイズ 日産

3位 カローラ トヨタ タント ダイハツ

4位 セレナ 日産 スペーシア スズキ

5位 アクア トヨタ ムーヴ ダイハツ

6位 シエンタ トヨタ Ｎ-ＷＧＮ ホンダ

7位 フィット ホンダ ミラ ダイハツ

8位 ルーミー トヨタ アルト スズキ

9位 プリウス トヨタ ハスラー スズキ

10位 フリード ホンダ ワゴンＲ スズキ

11位 ヴォクシー トヨタ ｅＫ 三菱

12位 タンク トヨタ ジムニー スズキ

13位 ＲＡＶ４ トヨタ キャスト ダイハツ

14位 アルファード トヨタ ウェイク ダイハツ

15位 インプレッサ SUBARU エブリイワゴン スズキ

ヤリス

PHOTO:HYBRID Z 1.5 2WD （ブラック×コーラルクリスタルシャイン）

登場

YARIS&GOやりたいことへ走りだせ

トヨタ


