ずんだれさんの“美味いもの”探索

２０２２年
５月号
（第１１８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

HERB+CAFE
今回のお店は『HERB+CAFE』さん。少しわかりに

～安心と信頼が標準装備～

くい場所にありますが、ぜひ行って欲しいお店です。

お世話になった皆様にお客様をご紹介

当日頂いたのは、目にも美味しい『HERB+CAFE PL
ATE』自家製の野菜・ハーブ・ドレッシングを使っ

頂けるような販売を心掛けています

～ 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

久しぶりに同級生と会ってきました(*’▽’)

たサラダの美味しさには、ほんとビックリ。あと、
自家製レバームースもかなりの美味しさです(*’▽’)。
もちろん、ハーブティの種類も豊富。その日の気分
にあったハーブティと、美味しく、食感も楽しい
ローケーキを食べながらのCAFEもお勧めです～

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。プロ野球ロッテの佐々木朗希選手
のパーフェクトゲームは凄かったですね。最年少パーフェクト記録以外にも、１３連続三振記録、1試合奪三振

〒６４３ – ０８０１

記録タイの１９奪三振、ロッテでの三振記録更新と記録づくめでした。どれもこれも凄い記録ですが、今後絶対

和歌山県有田郡有田川町徳田２２３－１
TEL ０７３７－２３－７５５１

破られないであろう記録は『パーフェクト達成バッテリーの年齢』。キャッチャーは、市和歌出身のルーキー松

OPEN

川選手。二人合わせて３８歳。破れるとしたら、多分、漫画の世界だけですかね～。

WED / THU
AM １０：００ PM １６：００
(Lunch １４：００ L . O / Cafe １５：００ L . O）
SAT / SUN
AM １０：００ PM １７：００
(Lunch １４：００ L . O / Cafe １６：００ L . O）
CLOSE
MON / TUE /FRI

さてさて。4月。久しぶりに高校時代の同級生と会う機会がありました。なかには、卒業以来初めて会う人も。
みんな『かわってないねー』と言ってくれたけど・・・持参した卒業アルバムの写真より1.5倍は横に成長して
いる僕。なので、僕だけは『かわってないなー』より、『お、面影は、まだ残ってるよー』のほうがぴったりな
感じでした（苦笑）。子供の話・仕事の話といった近況報告、昔話に花を咲かせたり、あとは『〇〇さん、今何
してる？』のお話や、当時の恋の顛末を聞いてみたり。ほんと、あっという間にすぎさる楽しいひと時でした。
コロナがもう少し落ち着いたら、県外にいる友達や先生もお呼びして、同窓会をしてみた
いものです。それまでに『ずんだれさん、ホントにかわってないなー』って言ってもらえ

ずんだれパンダさんの風景VOL.１１1

【校長の迷言 】

るよう、ダイエットに励んでみますかね～（・・・しなさそう）。では、今月も<(_ _)>

『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。久
しぶりに和歌山城に行ってきました。来るのが１週
間遅かったみたいで、桜はほぼナッシング。でも、
その分人が少なくて、ゆっくりお散歩できました。

高校の入閣式で校長が

「これからの時代に

「ネバーギブアップするな!」

ぴったりのマーケ
ティング戦略。それ

を連呼。

が『大根をヌカ漬け

卒業文集でまでネタにされる

戦略』だ！」と声高

迷言になった。

に叫ぶ、ずんだれパ
ンダさん。でも、それって単にタクアンができるだけ

途中、忍者さんと遭遇。今、和歌山城には１0人位
いるそうです。『ロシアのあの人、なんとかできな
いですか？』って聞いたら、苦笑していました。
やっぱり、バックに暴れん坊将軍がいないと、隠密
←和歌山城へお出掛けした時の動画

行動は難しいみたいですね～。

（ネットで拾ったネタです）

のような・・・これじゃ授業料はもらえないですねー。

【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！
待望の４ＡＴ車新登場

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

新型キャリィ誕生！！

車両本体価格

ASK万円

ASK万円

＊別途諸費用

＊別途諸費用

□年式：２０２２年
□形式：５ＢＡ-ＬA８００Ｓ
□距離：４ km
□車体番号：３４５
未使用車
納車早くできます

□年式：２０２２年
□形式：６ＢＡ-LA６５０Ｓ
□距離：４km
□車体番号：２３７
ダイハツ ムーヴキャンバス６６０Ｇ
ブラックアクセントVS SAⅢ

７５万円

４８万円

＊別途諸費用

＊別途諸費用

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

□年式：２０１３年
□形式：ＤＢＡ-ＭＧ３３Ｓ
□距離：６．０万 km
□車体番号：５５５
スマートキー
バックカメラ、ＣＤ

お車選びの新しい選択肢

スズキ ワゴンＲスマイル
HYBRID S

リモコンキー
ラジオ

日産 モコ６６０Ｘ

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
ロッキー
ダイハツ

グレード

Ｌ ＳＡ Ⅲ

グレード

ダイハツ タント Ｌ

X HEV
Ｌ ＳＡ
Ⅲ

１０５万円

１５３万円

＊別途諸費用

□年式：２０１６年
□形式：ＤＢＡ-ＤＪ3ＦＳ
□距離：３．６万 km
□車体番号：７９８

□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

７年リース
月々

10,200円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

７年リース
月々

8,000円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

マツダ デミオ１．３
１３Ｓツーリング

２６９万円

８９万円
＊写真はイメージです

メモリナビ バックカメラ
フルセグＴＶ ＥＴＣ

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 ハイゼットカーゴ６６０
デラックスハイルーフ

車両本体価格

＊別途諸費用

カーリースで新車に乗ろう！

ダイハツ タント ６６０Ｘ

車両本体価格

車両本体価格

スズキのおクルマもぜひ、阪和自動車で！

未使用車
納車早くできます

＊別途諸費用

＊別途諸費用

□年式：２０１７年
□形式：ＤＢＡ- Ｍ７００Ａ
□距離：４．５万 km
□車体番号：５４２

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

＊写真はイメージです

７年リース
月々

21,800円～
ボーナス（年2回）+100,000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。

メモリナビ バックカメラ
フルセグＴＶ ＥＴＣ

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

トヨタ パッソ １．０ モーダ Ｓ

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。

