
有田郡湯浅町湯浅２４４５‐１０

今、マクドにいるんだけど、

前の客が真剣な顔して

『テイクオフで』

と何回も言ってるよ。

店員、必死で笑いこらえてるし。

お前空飛ぶのかよ！

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。夏の甲子園決勝の智辯同士の決戦は良

かったですね。ユニフォームが似てて、僕には違いが良くわからなかったのですが、数カ所違いがあるようです。あ

と、優勝を決めたあと、マウンドに駆け寄るんではなくて、すぐに整列して相手に敬意を表す姿も印象的でした。

さてさて。インスタで話題になってた下津町の山頂にある『ひまわり畑』にペレをお供にお出掛けしてきました。

場所がイマイチわからなくて、狭い農道を通りながらあっちへこっちへ彷徨ってると、同じように彷徨ってる女性と

遭遇。情報交換した結果、『あっちぽい』ってことで、向かってみると大正解！そこは、クルマが２，３台くらいし

か停めれない場所で、僕らしかいませんでした。ペレを抱っこしながら、女性のほうを見てみると・・・あれ、会っ

たことあるような。気になったので、僕『あの、お会いしたことありません？？』女性『・・・いえ。』僕『確か、

田辺の方ですかね？』女性『・・・そうですけど（やや不審者を見る目）』僕『ほら、有田でやった婚活で！』女性

『あ、行きました！よく覚えてましたね』・・・なぜ、覚えていたか。実はそれは僕が１番札をいれた方だったんで

す。“お、今月の特報の誕生日占い当たってるやん！”と思ったのですが・・・ふと。誰も

いない山頂で、記憶の片隅にも残ていなかったおじさん（しかも、小動物を抱っこしなが

ら）に声かけられたら・・・ちょっと“ホラーよな”って頭を過り。僕は、パパっと写真を

撮って、挨拶をして下山していきました。案外気にしいな僕です。では、<(_ _)>

案外気にしいの僕です。

２０２１年
９月号

（第１１０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！

８月23日に４歳になりました。ヒューマンでいう

と、５０歳～６０歳くらい。なので、ずんだれさ

んと同じく立派な中年のおっちゃんです。誕生日

の前の週、隠してたオヤツがやばかったみたいで、

人生初、お腹を壊してしまいました。その時のず

んだれさんの右往左往ぶりがもう大変。健康に気

をつけて、長生きしないと、ずんだれさんが心配

です。ケーキはずんだれさんが一人で完食( ;∀;)

今回のお店は『癒しかふぇPeeWee』さん。友達のインス

タを観て『行ってみたい』と思っていたお店で、の～んび

りとした沖縄時間が流れています。人気は数量限定の日替

わりランチ。毎日違った多国籍な料理がでてきます。当日

頂いた韓国風冷麺は自家製スープが美味しく、暑い日には

ピッタリのちょい辛さっぱりのランチでした！デザートに

は、季節限定のくずきりを使ったパフェを。『ぷにぃぷ

にぃ』とした食感が不思議でクセになるお味でした。

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。←大好きなガーガーと戯れてる動画

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.１０４

（ネットで拾ったネタです）

「いざって時の非

常食用に鏡モチ、

片付けずに置いて

るだ～」とうれし

そうに自慢してい

るずんだれパンダ

【マクドにて】

〒６４３ – ０００４

ＴＥＬ

定休日 日曜日

ＯＰＥＮ

０７３７ – ６２ – ５１７５

１１：３０ ～ １６：００

さん。そのいざって時にが来る前に、カビだらけのお餅

を飾られてる神様からの天罰がくだされそうー（苦笑）

癒しかふぇ

Pee Wee

黒ひげゲーム付き。黒ひげ
をを飛ばしたら勝ち。ラン
チ割引券をプレゼント～

ピー ウィー



阪和自動車の
ＨＰ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。

トヨタ タンク１．０カスタム G-T

□年式：２０１７年
□形式：ＤＢＡ－Ｍ９００Ａ
□距離：２．５万 km
□車体番号：０７１

メモリナビ バックカメラ
フルセグＴＶ ＥＴＣ

１６２万円

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

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

ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

＊別途諸費用

廃車のご相談も、沢山いただいてます！

～新型車・モデルチェンジ情報～

ホンダ Ｎ－ONE ６６０
プレミアムＬパッケージ

□年式：２０１４年
□形式：ＤＢＡ－ＪＧ1
□距離：６．０万 km
□車体番号：５６９

メモリナビ バックカメラ
フルセグＴＶ ＥＴＣ

８５万円

車両本体価格

＊別途諸費用

（違ってたらすみません）

その存在感、半端なし。

９月の注目はなんといっても、トヨタカローラクロス。また８月末にスズキから、
ダイハツのキャンバスの対抗車ワゴンＲスマイルが発売されます。

（グレードはＺＸ）NEW 

LAND CRUISER
ランドクルーザーをはじめトヨタの新車もぜひ、阪和で！ 写真・動画は

こちらから

年月 メーカー 車種 内容 備考

トヨタ カローラクロスクロス 追加
カローラベースのクロスオーバーＳＵＶ。１４日に発
表、発売予定。

ダイハツ タント マイナーチェンジ
内外装のデザインを変更。カスタムに電子パーキン
グブレーキを装備。

10月 スバル レガシィアウトバック フルモデルチェンジ
スバルグローバルプラットフォームを採用予定。Ｂ４
を廃し、アウトバックのみに。

三菱 アウトランダー フルモデルチェンジ

１０月下旬発表、１２月下旬発売。日産エクストレイ
ルとプラットフォーム＆基本コンポーネントを共有。３
列シート７人乗り仕様に一本化。２．４ℓＰＨＥＶモデル
のみの予定。

スバル ＷＲＸ Ｓ４ フルモデルチェンジ スバルグローバルプラットフォームを採用予定

2022年1月 トヨタ ノア・ヴォクシー フルモデルチェンジ
ノア／ヴォクシー／エスクアィアがノア・ヴォクシーに
統合予定。ヴォクシーの販売が好調なため、当初の
予定とかわり、ヴォクシーも残る可能性大。

９月

１１月

ホンダ Ｎ－ＷＧＮ６６０Ｇ
ターボパッケージ

□年式：２０１４年
□形式：ＤＢＡ－ＪＨ１
□距離：５．７万 km
□車体番号：９３５

ナビ・フルセグＴＶ
バックカメラ・ＥＴＣ

８４万円

車両本体価格

＊別途諸費用

ダイハツ ムーヴ ６６０Ｘ ＳＡ

□年式：２０１５年
□形式：ＤＢＡ－Ｌ１５０Ｓ
□距離：５．０万 km
□車体番号：４９１

メモリナビ ワンセグＴＶ
スマートキー

７９万円

車両本体価格

＊別途諸費用

□年式：２０１６年
□形式：ＤＢＡ－Ｂ２１Ｗ
□距離：４．８万 km
□車体番号：７７８

ナビ・フルセグＴＶ
オールアラウンド

ビューモニター

８８万円

車両本体価格

＊別途諸費用

ダイハツ エッセ６６０Ⅼ

□年式：２００８年
□形式：ＤＢＡ－Ｌ２３５Ｓ
□距離：７．８万 km
□車体番号：５３９

ＣＤ キーレス

２５万円

車両本体価格

＊別途諸費用

日産 デイズ６６０
ハイウェイスターＧターボ

□年式：２０１６年
□形式：ＥＢＤ－Ｓ３２１Ｖ
□距離：５．３万 km
□車体番号：７７１

７９万円

車両本体価格

＊別途諸費用

スズキ キャリィトラック６６０ＫＣ
エアコン・パワステ3方開

□年式：２０１4年
□形式：ＥＢＤ－ＤＡ１６Ｔ
□距離：２．７万 km
□車体番号：８３１

パワステ・エアコン

６２万円

車両本体価格

＊別途諸費用

ダイハツ ハイゼットカーゴ６６０
デラックス ハイルーフ

ナビ・ワンセグＴＶ
バックカメラ ＥＴＣ

在庫車・新車の動画
（ＹｏｕＴｕｂｅ）


