
あ ど り ぶ

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。まだまだコロナコロナしております。

いつまで続くのやら、日本だけでなく、世界中がどよ〜んとした重苦しい空気に包まれています。ただ、実際の空気

の方は、各国の『ロックダウン』の影響か、かなり綺麗になっているらしく、例えば、世界で一番大気汚染がひどい

と言われるインドでは、30年ぶりくらいに、２００キロ離れた都市からヒマラヤ山脈が見えたそうです。

さてさて。３月初旬、とあるＴＳＵＴＡＹＡに立ち寄った時のこと。お店の入り口で『マスク』が売ってるのを発

見！これは、めちゃラッキーと思って手に取ってみると・・・全部子供用でした。『まあ、お店に来てくれた人にあ

げたらええか』と思って、数枚手にとって、レジに並ぶことに。僕の順番が来たので、マスクを渡しながら『いや、

ここでマスクを買えて、ラッキーでした。でも、子供用のしかないんですよね・・・僕子供いないですけどね・・・

あっ、嫁もいないですけどね（笑）』と全く面白くない話を店員さん（男性）にしていると、突然横のレジに並んで

いた女性（キレイ）が振り向いて、『あっ、ずんだれ・・さん？』と声を掛けてくるじゃないですか！！（この人だ

れやろ？）と僕の頭の中の記憶をさかのぼること、約３０年。たどり着いた答えが高校の同級生

でした。「久しぶりやねー元気？何年ぶり？卒業以来？あ、これうちの子！」等々、彼女からの

矢次早の質問に答えながら（カーテンの向こう側の商品持ってなくて、セーフやったわ）と真っ

先に頭に浮かんだ僕って・・・早く僕の心もキレイになって欲しいものです。では今月も<(_ _)>

マスクと同級生

２０２０年
５月号

（第９４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！

ずんだれさんと春を探して、広川町の津木のあた

りをドライブしてきました。桜並木を見たり、素

敵なカフェでお茶しているずんだれさんを横で眺

めたり（←これめっちゃ腹が立つ＞＜）。あと、

チューリップ畑！赤・白・黄色どの花見てもほん

とキレイで、まるでオランダに居るみたいでした

よ（←行ったことないけど）。来年は、桜の花筏

なるものを見てみたいなぁ〜。

今回のお店は『あどりぶ』さん。古民家を改装してできた

お店は、梁がみえるほど高い天井は、解放感があり、居心

地がとても良いです。今回、頂いた『クリームを使わない

カルボナーラ』は、 生クリームを使っていない分、味が

めっちゃ濃厚。チーズと卵の風味を存分に味わえる一品で

す。あと、 クリームチーズと生クリーム、そして『企業秘

密』の素材を加えてできた『レアチーズケーキ』は、ほん

の〜り甘く、めちゃくちゃなめらかで、クセになる味でし

た！お店には、ドラム、サックス、ピアノが置いてます。

音楽イベント希望の方にも、お勧めのお店です〜。

泣き笑い

〒６４３- ０００４

ＴＥＬ

基本、用事がなけれ

ば、ステイホームしな

がら、ゲームを一日

中やっているずんだ

れパンダさん。『新し

いゲームがでた時な

有田郡湯浅町湯浅１８９８

んか、1日１００歩も歩かないよ！』と、自慢してますが、それはそ

れで、違う健康不安を抱えるような・・・。早く一緒にステイホーム

して、健康を管理してくれる方が現れればいいのですがね～

定休日 水曜日

営業時間 １１：００ ～ １６：００

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。
広川町津木のチューリップ畑にて

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.８８

お風呂上がってから

「なんか息苦しいなぁ...

なんか部屋もラップ音みたいの鳴ってるし...

もしかしたら幽霊でもいるのかな...」

と思ったらＴシャツ前と後ろ逆だった

（ネットで拾ったネタです）

０７３７ － ６３ － ００２０

かふぇ あんど ぱすた

テイクアウト始めました～

小規模音楽イベントもご相談く
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

ダイハツ ハイゼットカーゴ
スペシャル（ハイルーフ）SAⅢ

10,400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 ヤリス
ＨＩＢＲＩＤ X

24,500円
７年リース

スズキ スペーシア
ＨＹＢＲＩＤ Ｇ

７年リース

＊写真はイメージです ＊写真はイメージです

12,800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５～１２月新車予定情報 ２０２０年３月国内販売ランキング

スズキ ハスラー６６０
Ｊスタイル

□年式：２０１５年
□形式：ＤＢＡ –ＭＲ３１Ｓ
□距離：７８，０００ｋｍ
□車体番号：２６６

＊別途諸費用

メモリナビ、フルセグＴＶ
バックカメラ、スマートキー

７５万円

車両本体価格

＊別途諸費用

□年式：２０１３年
□形式：DBA – ＭＨ34Ｓ
□距離：６５，０００ｋｍ
□車体番号：９２４

スズキ ワゴンＲ ６６０
スティングレー

ナビ、ＴＶ
スマートキー

三菱 キャンター ２トン 低床
3000-Ｄ

□年式：２０１４年
□形式：ＴＫＧ - FBA20
□距離：９８，０００ｋｍ
□車体番号：３９９

＊別途諸費用

エアコン、パワーウィンドウ
パワステ（リア修復微小）

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

＊写真はイメージです

軽トラ 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

６６万円

車両本体価格

１８５万円

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

タント

PHOTO:TANTO CUSTOM RS 2WD（シャイニングホワイトパール）

お子様に、パパ・ママに、お爺ちゃん・お婆ちゃんに
家族みんなに優しいクルマです！

ダイハツ

年月 メーカー 車種 内容
トヨタ クラウン 改・特
日産 キックス 新型

ホンダ フリード 追加モデル
トヨタ ハリアー フルモデルチェンジ
トヨタ ＲＡＶ４ PHV ＰＨＶモデルを追加

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

8月 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 MIRAI マイナーチェンジ

6月

7月

9月

5月

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

１位 カローラ トヨタ ホンダ Ｎ-ＢＯＸ
２位 フィット ホンダ ダイハツ タント
３位 ヤリス トヨタ スズキ スペーシア
４位 ライズ トヨタ ダイハツ ムーヴ
５位 ノート 日産 日産 デイズ
６位 シエンタ トヨタ スズキ ハスラー
７位 プリウス トヨタ ホンダ Ｎ-ＷＧＮ
８位 ルーミー トヨタ スズキ アルト
９位 フリード ホンダ ダイハツ ミラ

１０位 セレナ 日産 スズキ ワゴンＲ
１１位 ヴォクシー トヨタ 日産 ルークス
１２位 アクア トヨタ 三菱 ｅＫ
１３位 タンク トヨタ ダイハツ キャスト
１４位 アルファード トヨタ スズキ ジムニー
１５位 ＲＡＶ４ トヨタ スズキ エブリイワゴン


