
Ｋiranah (キラナ)

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。５月もやっぱりコロナコロナしていま

したが、どっかに消えてたマスクも店頭に並び始め、あと、１０万円給付もはじまって、ほんのりと、少し気分が明

るくなった気がします。僕の調査だと、１０万円の使い道で一番多いのは、国内旅行。あとは、嫁が・・・という方

もちらほらと。僕はしばらく置いといて、ペレをお迎えしてから、毎年作成している『ペレ オリジナル卓上カレン

ダー２０２１年』の作成に使おうかな～と思ってます。

さてさて。長かったステイホーム期間中、皆さんはどうお過ごしだったでしょうか。僕は、ファイナルファンタ

ジーⅦリメイクをひたすらやってました。１９９７年発売されたゲームのリメイク版です。当時もすごいはまって

やってたのですが・・・僕の頭の中の消しゴムが予想以上に優秀らしく、ほぼほぼ覚えてませんでした。１９９７

年って他に何があったのかな？？と調べてみると、山一・拓殖銀行の倒産や、消費税５％へ、香港の中国への返還

等々。今でもニュースに使われたり、歴史の教科書に載ってきそうなことがあったんですね。今起こってるコロナも、

きっと歴史をはじめ何かしらの教科書に載ることと思います。今後、ますます加速していくであろう、僕の頭の優秀

な消しゴムは、今の気持ちとかも消し去ってしまうかもしれませんが、もし、子や

孫ができて、この時代のことを話すときには、例のマスクだけは、忘れずにつけて

しゃべりたいと思います（それまで大事にしまっときます）。では、今月も<(_ _)>

マスクを活かす道

２０２０年
６月号

（第９５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！ア

ニメ『鬼滅の刃』にもキーアイテムとして登場する、

藤の花を見に行ってきましたー。地面につくくらい

（といったら大げさかな？）立派な藤の花は、ほん

と綺麗。あと、ずんだれさんのお友達のキレイなお

姉さんに、すごいロングなレンズがついたカメラで

写真を撮ってもらいましたよー。もし

かしたら、どっかで紙面デビューがあ

るかも？？楽しみです～

今回のお店は『Kiranah(キラナ)』さん。海が見下ろせる

高台にあるかわいいお店です。当日頂いたのは、酵素玄

米とパプリカのキノコ詰めがメインのランチプレート。

見た目とはうらはらに、個々の食材が心地よくしっかり

とした味付けで、とても美味しい。何より、想いを込め

て、丁寧に作ってくれてるのが伝わってくるランチでし

た(*´∀｀*)。焼き菓子やタルト、自家製豆乳アイスと

いったスイーツもとても美味しいですよ～。僕はスパイ

スコーラというクラフトコーラなるもにはまってます！

泣き笑い

〒６４９ – ０３１６

ＴＥＬ

『ほら、ぼくらパンダ

族って絶滅危惧種ぽ

いじゃん。だから、もう

しばらく外出自粛をし

たほうがいいと思うだ

よね～』と言うずんだ

有田市宮崎町１２２５ – ５９ みかん海道沿い

れパンダさん。外出自粛というよりは、出不精な性格が前回な

だけのような。でも、このままいくと、ほんとに種滅亡してしま

いそう。誰かずんだれさんに愛を届けてあげてくださいな～

定休日 月曜日

ＯＰＥＮ １１：００

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。吉田農園の藤（有田川町川口）

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.８９
ゴミ箱から、僕の靴が。

クラス会議が勃発。

紛糾する会議。

泣き出す女子。

先生に慰められる僕。

新しいの買ったから、
自分で捨てたなんて
もう言い出せない僕。 （ネットで拾ったネタです）

０８０ - ４１７３ – ６５３４

ＣＬＯＳＥ ＳＵＮＳＥＴ

（新月・満月毎にメニューがかわります）

事前にご連絡いただけ
れば幸いです。

散歩の模様はこちら



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 ハイゼットトラック
スタンダード SA Ⅲｔ

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

マツダ3 ファストバック
XD PROACTIVE

35,700円
７年リース

ホンダ N BOXカスタム
Ｇ・Ｌ Honda SENSING

７年リース

＊写真はイメージです ＊写真はイメージです

15,200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月～‘２１年０１月新車予定情報 ２０２０年４月国内販売ランキング

スズキ ハスラー ＨＡＩＢＲＩＤ Ｇ

□年式：２０２０年
□形式：５ＡＡ –ＭＲ９２Ｓ
□車体番号：６７０

未使用車
すぐ乗れます！

ＡＳＫ万円

車両本体価格

＊別途諸費用

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

トヨタ ヴォクシー２．０Ｘ
Ｌエディション ８人

スマートキー、ナビ
バックカメラ、８人乗り

トヨタ カローラアクシオ１．５Ｘ

□年式：２０１５年
□形式：ＤＢＡ – ＮＲE１６１
□距離：３９，０００ｋｍ
□車体番号：６８６

＊別途諸費用

リモコンキー ナビ
バックカメラ

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

保冷車 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

８９万円

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。

ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

フォークリフト

順位 普通車 メーカー 軽自動車 メーカー

１位 ヤリス 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 シエンタ トヨタ ダイハツ ムーヴ

４位 カローラ トヨタ スズキ スペーシア

５位 フリード ホンダ ダイハツ ミラ

６位 アルファード トヨタ ホンダ Ｎ-ＷＧＮ

７位 ライズ トヨタ スズキ ハスラー

８位 ルーミー トヨタ スズキ ワゴンＲ

９位 プリウス トヨタ スズキ アルト

１０位 アクア トヨタ 日産 デイズ

１１位 ヴォクシー トヨタ 日産 ルークス

１２位 タンク トヨタ トヨタ ピクシス

１３位 ノート 日産 三菱 ｅＫ

１４位 ＲＡＶ４ トヨタ ダイハツ ウェイク

１５位 ノア トヨタ スズキ ジムニー

年月 メーカー 車種 内容
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
Ｎ ワン フルモデルチェンジ
ホンダe 新型

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

日産 エクストレイル フルモデルチェンジ
ホンダ ヴェゼル フルモデルチェンジ

6月

7月

1月

9月
ホンダ


