ずんだれさんの“美味いもの”探索

２０２２年
４月号
（第１１７回）

アジアンキッチン
□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

ネパラヤ
今回のお店は、陽気で楽しいおじさんがいる『アジア

～安心と信頼が標準装備～

ンキッチン ネパラヤ』さん。お店に来るだけで元気

お世話になった皆様にお客様をご紹介

をもらえます。ラーメン、チャーハン、餃子といった

頂けるような販売を心掛けています

中華料理も美味しくて人気ですが、ずんだれがお勧め

～ AL L メ ーカ ー取扱い ～

□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

するのはカレー。『なんなんこのナン！？』って大き
さ(*’▽’) タンドール窯で炭火を使って焼かれたナンは、
パリ、モチモチっとした食感でカレーとの相性が抜群

ゲームに夢中
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。このチラシ、３月末にこしらえてるん

です（チーズナンも美味しいですよー）。夜と、日曜
には、有田では珍しいネパール料理も食べれます！

ですが、暖かい日も増えて、ほんと春めいてきました。皆さんはどんな時に春を感じますか？ずんだれ、桜の開花も

〒６４３ – ００３１

そうですが、自動販売機から『おしるこ』が消えると、春を感じます。ホットコーヒーは年中売ってると思いますが、

和歌山県有田郡有田川町野田４４９

『おしるこ』は寒い時限定。僕みたいに『あ、ほっとコーヒーのブラックと間違えた！』って言いながら（←あまり
甘いの飲んだら怒られるので）、あまーい『おしるこ』を暑い日にも飲みたい人は・・・いないですかねー。
さてさて。久しぶりに『エンデンリング』をというゲームを買ってみました。俗にいう『死にゲー』と呼ばれてる

ＴＥＬ

０７３７ – ２２ – ３４５４

営業時間

１１：００ ～ １４：３０

ゲームで、とにかくよくやられます。もう１００時間ほどやって、そこそこレベルアップもしているのですが、格下

１７：００ ～ ２２：００

のはずの敵（特に犬）に囲まれては、袋叩きにあってます。あと、ボスキャラも強すぎて、『くそ！！！』とよくコ
ントローラーを投げつけたりも（そんな時に癒してくれるのはもちろんペレとココ）。まあ、なんとかゴールデン

定休日

ウィーク中にはクリアしたいものです。それにしても、ファミコンの時代を知っているものからすると、今のゲーム

ゲームとかがでてくるでしょうし、そうなってくるとゲームという枠組みを超えて別の新し

く変わろうとしていますが、ゲーム業界にも目が離せないですね～。では、今月も<(_ _)>

ずんだれパンダさんの風景VOL.１１０

【姉の写真 】
柿が好きな俺のために、同僚がおいしそうな写真を

というずんだれパン

ずんだれパンダさん宅に居候しているペレです。

同僚 「実家の姉の写真です。おいしそうでしょ」

ダさん。でも、『や

と書いていたので、

る気を出すべきか、

年恒例の台詞を聞かされながら、日高川町にある道

ドキドキしながら写真を見ると

出さざるべきか、そ

成寺へお花見に。門をくぐったあとに飛び込んでく

柿の写真だった。

『ここの桜、和歌山で一番早く咲くんやで―』と毎

れが問題だと』と平成の始まり頃から自らに問ってたず
んだれさんですから、出てこないかも。誰か、彼のやる

る桜の綺麗さは、一見の価値ありですよ！初めてき
たココ。よっぽど嬉しかったのか、境内を所せまし
と走りまくってました。帰りに食べた出来立ての釣
←道成寺へお出掛けした時の動画

『やる気がでてくる
のを待って早３年』

撮ってきてくれた。

『フェレット ペレさんの一日』

TAKE OUT OK

平日は17：00～日曜は終日
ネパール料理もやってます～

の進歩ってほんと凄いなーと思います。でも、５年後、１０年後には多分もっと進化してて、本格的な仮想空間での

い『何か』になっているかもしれません。自動車業界も電気自動車や自動運転の進歩等大き

火曜日

り鐘饅頭も美味しかったですー。

（ネットで拾ったネタです）

気スイッチを見つけて、そっと押してあげてください～

【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。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、ココさん：ペレは２０１８年、アメリカ生まれ。趣味
は部屋の模様替えで、好きなモノは、アヒルのガーガー。ココは２０２１
年アメリカ生まれ。好きなものは新聞紙。ジャンプが得意。

ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

ALL-New STEP WGN e:HEV

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

車両本体価格

１６４万円

９７万円

＊別途諸費用

＊別途諸費用

□年式：２０２２年
□形式：６ＢＡ-ＬA９００Ｓ
□距離：１０ km
□車体番号：８０８

STEP WGN

A I R

スタンダードナビ
Ｆ／ＲドラレコＢ

□年式：２０１５年
□形式：ＤＢＡ-LA６００Ｓ
□距離：５．４万 km
□車体番号：９６３
ダイハツ タフト６６０Ｇ
クロムベンチャー

４８万円

９９万円

SPADA

＊別途諸費用

□年式：２０１６年
□形式：ＤＢＡ-LA700S
□距離：８．３万 km
□車体番号：４８９

□年式：２０１7年
□形式：ＤＢＡ-LA３００S
□距離：４．８万 km
□車体番号：０３１

車両本体価格

ダイハツ

ムーヴキャンバス

ダイハツ

ムーヴキャンバス

＊別途諸費用

グレード

Ｌ ＳＡ Ⅲ

グレード

Ｌ ＳＡ Ⅲ

ダイハツ タフト Ｘ

日産 ノート オーラ Ｇ

□年式：２０１６年
□形式：ＥＢＤ-Ｓ３２１Ｖ
□距離：５．５万 km
□車体番号：７６４

□年式：２０１８年
□形式：ＤＢＡ-Ｍ９００Ａ
□距離：２．０万 km
□車体番号：４９３
メモリナビ フルセグＴＶ
オールアラウンドビュー

トヨタ タンク１．０カスタムＧ

＊別途諸費用

７年リース
月々

15,900円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

７年リース
月々

8,900円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

＊写真はイメージです

７年リース
月々

18,700円～
ボーナス（年2回）+150,000円加算

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。

＊別途諸費用

□年式：２０１７年
□形式：TKG-XZU605M
□距離：４．３万 km
□車体番号：５２０

□年式：２０１６年
□形式：EBD-ＤG１６Ｔ
□距離：７．1万 km
□車体番号：７３３
エアコン、パワステ、
ＥＴＣ、冷蔵冷凍車

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

ダイハツ ハイゼットカーゴ
６６０デラックス

２６９万円

１４３万円
＊写真はイメージです

リモコンキー
ラジオ

車両本体価格

車両本体価格

＊写真はイメージです

ダイハツ ミライース Ⅹ SA

７５万円

＊別途諸費用

カーリースで新車に乗ろう！

リモコンキー
ＣＤ・ラジオ

車両本体価格

１５３万円

お車選びの新しい選択肢

スズキ スイフト ＸＧ

＊別途諸費用

メモリナビ バックカメラ
ダイハツ ウェイク ６６０Ｇ
フルセグＴＶ ＥＴＣ ＊修復歴小
ターボSAⅡ

新しいステップワゴン いよいよこの春！ホンダも阪和で！

ダイハツ タント６６０Ｘ
スマートセレＳＡ

車両本体価格

車両本体価格

STEP WGN

ナビ ワンセグＴＶ
バックカメラ

マツダ スクラムトラック６６０ＫＣ
冷蔵冷凍車

阪和自動車の
ＨＰはこちら

左ミラー電動格納
パワステ、エアコン

日野 デュトロ 平ボディ２トン

在庫車・新車の動画
（ＹｏｕＴｕｂｅ）

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。

