
 メーカー希望小売価格

Premium 2,200,000～ Ｇグレード 2,002,000～

Ｘグレード 1,848,000～ Ｌグレード 1,705,000～

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。早いもので、もう１２月。「正月にたてた目標を一

つでも達成しなきゃ！」なんて、思ってはみても、その目標がいったいなんだったのか・・・思い出している間に、今年が思わっ

てしまいそうです（苦笑）。ただ、山ちゃんと蒼井優さんの結婚会見をみてから、「冷蔵庫だけは、すぐしめよう！」って心がけて

います。なので、来年の目標には「冷蔵は、すぐ閉める、いや、いっそ開けない！」を入れてみようと思っています。

少し前の話しになりますが、ボクシングの井上直哉選手 ＶＳ ノニト・ドネア選手の一戦はご覧になったでしょうか。前評判では、

井上選手の圧勝だったのですが、ふたをあけてみたら・・・ドネア選手の強いこと×２。あんなにパンチをもらう井上選手を初め

てみましたし、途中負けそうだったので、チャンネルを少し変えてしまったくらいです。最終的に、左のボディーでダウンを奪った

井上選手が判定で勝ったのですが、ほんとここ数年の中でも一番スゴイ試合だったと思います。あと、試合が終わったあとの２

人の抱き合うシーンは、とても感動しました。形だけでなく、強かった相手へのリスペクトが伝わってきました。

ラグビーワールドカップも、日本の躍進もあって大盛況でしたが、一方で、格下の日本に負けた強国

アイルランドが日本選手のために花道を作る等、大会を通して相手に対するリスペクトも多いに見受け

られた大会だった思います。多分、その雰囲気も大会を盛りあがた理由の一つではないでしょうか。

２０２０年はオリンピックがきます。日本選手には、多くのメダルを獲得をしてもらいたいのは、もちろん

ですが、多くのリスペクトで、大いに盛り上がる大会になって欲しいものです。では、来年も<(_ _)>

相手への尊敬の念があってこそ

２０１９年
１２月号
（第８９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１２月～２０２０年５月新車予定情報 ２０１９年１０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）

トヨタマークⅩ 250Ｇ Fパッケージ

車両本体価格

□年式：２０１５年
□形式：ＤＢＡ-

ＧＲＸ130
□距離：４９，３６０ｋｍ

１１９万円

十数年ぶりにカローラが普通車販売ランキングで１位になりました！

ハスラー、フィットのフルモデルチェンジの画像がでてきてます～

めちゃくちゃカッコイイ！

新自由SUV

ダイハツ

ロッキー

『とんとんとんとんヒノノ二トン』をはじめ
各種メーカーのトラックも扱ってます！

ロッキーの兄弟車
存在感抜群のライズもぜひ、阪和で！

トヨタ
ライズ

＊別途諸費用

ナビ、ＥＴＣ
バックカメラ

順位 ブランド名 メーカー名 軽自動車 メーカー

1位 カローラ トヨタ Ｎ-ＢＯＸ ホンダ

2位 シエンタ トヨタ スペーシア スズキ

3位 ルーミー トヨタ タント ダイハツ

4位 プリウス トヨタ デイズ 日産

5位 タンク トヨタ ムーヴ ダイハツ

6位 ノート 日産 アルト スズキ

7位 アルファード トヨタ ワゴンＲ スズキ

8位 アクア トヨタ ミラ ダイハツ

9位 ヴォクシー トヨタ ハスラー スズキ

10位 ヴィッツ トヨタ キャスト ダイハツ

11位 フリード ホンダ ジムニー スズキ

12位 セレナ 日産 ｅＫ 三菱

13位 ＲＡＶ４ トヨタ ウェイク ダイハツ

14位 フィット ホンダ ピクシス トヨタ

15位 ステップワゴン ホンダ エブリイワゴン スズキ

年月 メーカー 車種 内容

プレミオ／アリオン 改良
ヤリス フルモデルチェンジ

ホンダ アコード フルモデルチェンジ
スズキ ハスラー フルモデルチェンジ

1月 スズキ ワゴンＲ マイナーチェンジ
2月 ホンダ フィット フルモデルチェンジ

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

ホンダ レジェンド フルモデルチェンジ
ダイハツ 新型軽ＳＵＶ 新型

ハリアー フルモデルチェンジ
ＴＪクルーザー 新型

アルファード/ヴェルファイア マイナーチェンジ

12月
トヨタ

3月

4月

5月 トヨタ

ロッキーの運転模様等はこちらからも→

PHOTO:Premium 4WD

８９万円

車両本体価格

＊別途諸費用

□年式：２０１４年
□形式：ＤＢＡ-ＪＦ1
□距離：５３，０００ｋｍ

ホンダ N BOX ＧＬパッケージ
ナビ、ＥＴＣ
バックカメラ



先日、バイトの後輩の女の子に

後輩「先輩っ！ちょっといいですか？」

僕「どうしたの？」

後輩「１２月２４日の夜の予定は空いてますか？」

僕「え？あ、空いてるけど、何？（ドキドキ…）」

後輩「私の代わりに２４日バイト入ってもらえます？

２４日予定があって…」

僕「……………いいよ。僕、暇だし 」

今回のお店は、湯浅駅近くにある『海ひこ』さん。和食が

メインのお店なんですが、大将の腕の幅が広いからか、洋

食も美味しいお店です。この日、注文したのは『から揚げ

定食』。から揚げがさっぱりした美味しさで、付いてくる

里芋の小皿（大将のおふくろの味だそうです）、蕪むきに

使った大根の漬物、汁物と。揚げ物党のずんだれも、大満

足，かなり完成度の高い定食でした( *´３`) お店は、少し奥

まったところにありますが、ぜひ、足を運んでみてくださ

い。お店前に５台ほど停めれる駐車スペースもあります～

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.８３泣き笑い

〒６４３- ０００４

電話

（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：早いもので、もう１２月ですね。いろんなところで撮影していたペレさんの写真を使った「カレンダープロジェ

クト」も大洲目。“これもかわいい”“あれもかわいい”と１２枚選ぶのに頭を悩ましています（苦笑）。

『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！ずんだれさ

んに連れらえて、高野山に行ってきたでござる。紅葉もさるこ

とながら、沢山の観光客で大賑わい。奥之院に行く途中、来

年の大河ドラマの主人公、明智光秀さんのお墓を発見。明智

さんのライバルが「サル」だったらしいから、「イタチ」のオイラ

も頑張ったら、出演できるかも。オファーこないかな～。

【 寒いのでずんだれさんの

懐の中でホカホカ】

年末年始の資金のた

めに、メルカリで売れ

るものないかな？？と

売れるものを家探しし

てたら、１３年前のボ

ジョレーヌーボーを発

『１１月一番読まれた記事はロッキー関連！』

横のＱＲコードから、または

『hanwacar.
com』

で検索してね！

０７３７－６３－４７２８

有田郡湯浅町湯浅１１２８

見したずんだれパンダさん。「そうか、彼女と別れてもう・・・」と思

いにふけようとしたけれど、そんな存在そういやいなかったわー

とため息をつくずんだれパンダさん。来年こそは、幸せを！

【ずんだれさんを置き去りに

すたすた歩いていくペレさん】

『今月のおススメの

本や漫画や映画やらはこち！』

宴会もお気軽にご相談ください！
（ ２５人くらいまでＯＫ ）

【１１月読まれた記事】

１位：【新型】かっこいい！ダイハツ ロッキー
の画像と動画＆運転模様

２位：【少し遅くなりましたが】新型ホンダ

フリード３位：【在庫情報】N-ONE G・Ｌパッケージ

４位： パソコンが故障

５位： 【チラシ】２０１９年１１月号のチラシ

Facebookで一番読まれたのは

１１月１６日投稿の
かっこいい！ダイハツロッキーの画像と動画

Instagramで一番見られたのは

１１月１３日投稿の
ロッキーの画像と動画

天才、秀才と呼ばれる人達が必ずしも、成功しているとは

限らないのはなぜか？について、ストーリー仕立てで書か

れています。話の内容は、少しファンタジーテイストですが、

天才、秀才、凡人の強み・弱みが分類されてとても興味深

い一冊です。最近のテレビを観ていると、作中の多数決は

「天才を殺すナイフ」はずばりな言葉だなと思います。

【 チラシの主な登場人物 】

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。

定休日 月曜日
（月曜祭日の場合は火曜日）

お昼

夜の部

１１：３０ ～ １４ ：３０

１７：００ ～ ２１ ：３０
(ラスト２１:００）

北野 唯我 著

ダイハツロッキー関連がよく読まれました～

湯浅駅

かどや

海ひこ

湯浅駅前の坂を
おりて、すぐに右

海ひこ


