ずんだれさんの“美味いもの”探索

２０２２年
６月号
（第１１９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

薪窯ピッツァ&パスタ
今回のお店は、５月にオープンしたばかりの「MIMOSA

～安心と信頼が標準装備～

（ミモザ）」さん。今回頂いたのは、薪窯で焼いた「紀

お世話になった皆様にお客様をご紹介

州湯浅しらすと玉葱」のピッツァ。香ばしく、少しモ

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 ～

MIMOSA(ミモザ）

チっとした生地に、たっぷりのシラス。その塩味とトマ
□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

バイバイ ペレさん、ココちゃん。ありがとう、またいつか！
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！ゴールデンウィーク後、またコロナが

トソースの酸味、玉葱・チェリートマトの甘みが重なっ
て、驚きの美味しさに！田村産の完熟レモンを使ったク
リームパスタもお勧め。コクがあるけど、あと味がさっ
ぱり＆爽やかなソースがとにかく(*‘▽’)ウマーイ。「トリ

コ」になってしまうお味なので、ご注意ください！

少しぶり返すのかな？？と思っていたのですが、今のところ大丈夫なようで、一安心。ほんとこのまま、普通の風邪

〒６４３ – ００２２

みたいになってくれたら嬉しいですね～。

和歌山県有田郡有田川町奥７３－４

さてさて。少し悲しいお知らせ。我が家に居候しておりました、フェレットのペレさんが５月１０日に、ココちゃ
んが５月２５日に虹の橋を渡りました。ペレは、僕が寝ている間に旅立ってしまったのですが、ココは僕のぽよんぽ
よんするお腹の上が気持ちよかったのか、そのまま苦しまず旅立ちました。その時、不思議なことが一つ。ココが旅
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日曜日

立ってすぐ、ペレが大好きだったアヒルのおもちゃの「ガーガー」という鳴き声が。あまりのタイミングにびっくり
したのと、僕の家の周りでは、鶏と、雉鳴き声以外あまり聞いたことがなく。。。『ペレ優しいからなー、きっとコ
コを迎えにきてくれたんやなー」と涙腺大爆発でした。でも、ほんと、あの『ガーガー』は不思議でした。『ペレは
のんびり屋さんやからな、迎えに来たはずなのに、ココに置いてきぼりされてそう
やな』『いや、ペレ、水が大の苦手やから、ココ（水大好き）におんぶしてもらっ
て三途の川渡るために、迎えに来たんかも！？』とかとか。少し広くなりすぎた部
屋でそんなことを想像しては、気を紛らわせてるずんだれでございます。ペレさん
ココちゃんほんとありがとう！また、どこかで会おうね！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さんのピンチヒッ

２０００人くらい
来たんだって！

ターのココです！ずんだれさんのお友達がアレックでやって

MAP QR

ずんだれパンダさんの風景VOL.１１２

【手ごねハンバーグ】
昨日ファミレスで

『なんで、今からこ

「手ごねハンバーグ下さい」

んなに暑いのよー』

って言ったら

と体型的にも暑さに

「今日はあいにく手ごねハンバーグ の機械が
壊れていまして…」

た、『ウタマサヒコ FOOD ROCK２０２２』に行ってきま
した！予想外(?) のすっごいお客さんでしたよー。それにし

mimosa0308_

弱そうなずんだれパ
ンダさん。『この調
子だと、１２月には

って言われた (´・ω・｀)

気温5０度超えちゃろかえ(+o+)』って冗談を言って
るけど、そんな時代が来ないことを祈るばかりです。

ても、ずんだれさん、とあるキッチンカーの前で、『僕、
（ネットで拾ったネタです）

払っちゃらよー』と珍しくお友達に奢っあげていたけど・・
やっぱりあれは、お店の人が美人さんだったからやなー
＊ココさんの病気がわかる前の撮影になります。
＊ペレさん、ココさんが虹の橋を渡ったので、このコーナー、一旦終了とさせていただきます。 ありがとうございました。

【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！
時代を切り開く新しい電気自動車

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

日産 SAKURA 三菱 eKクロスEV
日産軽の電気自動車
『ＳＡＫＵＲＡ』

車両本体価格

１６５万円

８５万円

＊別途諸費用

＊別途諸費用

□年式：２０２２年
□形式：６ＢＡ-LA６５０Ｓ
□距離：４km
□車体番号：２３７

□年式：２０１7年
□形式：ＤＢＡ–LA300S
□距離：３２，０００ km
□車体番号：５６９

未使用車 早く納車可
ナビ F/Rドラレコ

ダイハツ タント ６６０Ｘ

車両本体価格

１０５万円

お車選びの新しい選択肢

＊別途諸費用

□年式：２０１８年
□形式：ＤＢＡ-Ｍ９００Ａ
□距離：２．０万 km
□車体番号：４９３

□年式：２０１６年
□形式：ＤＢＡ-ＤＪ3ＦＳ
□距離：３．６万 km
□車体番号：７９８
トヨタ タンク１．０カスタムＧ

車両本体価格

スズキ
ダイハツ
グレード

スペーシア
ムーヴキャンバス
ＬHYBRID
ＳＡ Ⅲ G

ダイハツ

ムーヴキャンバス

グレード

Ｌ ＳＡ Ⅲ

１０９万円

＊別途諸費用

□年式：２０１６年
□形式：ＤＢＦ-Ｓ４０２Ｕ
□距離：２．３万 km
□車体番号：０９５
走行２万キロ台

トヨタ ルーミー Ｘ

□年式：２０１６年
□形式：ＥＢＤ-Ｓ３２１Ｖ
□距離：５．５万 km
□車体番号：７６４
トヨタ タウンエーストラック
デラックス

＊別途諸費用

□年式：２０１６年
□形式：ＴＰＧ- ＦＢＡ３０
□距離：５．６万 km
□車体番号：６０１

月々

10,200円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

７年リース
月々

8,400円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

ダイハツ ハイゼットカーゴ６６０
デラックスハイルーフ

２６９万円

＊別途諸費用

７年リース

リモコンキー
ラジオ

車両本体価格

２４３万円
＊写真はイメージです

マツダ デミオ１．３
１３Ｓツーリング

７５万円

車両本体価格

＊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

＊別途諸費用

カーリースで新車に乗ろう！
日産 ルークス S

＊別途諸費用

メモリナビ フルセグＴＶ
オールアラウンドビュー

日産・三菱の新車もお気軽に阪和自動車まで！

ホンダ Ｎ－ＯＮＥ ６６０
プレミアム Ｌパッケージ

車両本体価格

１５３万円
三菱軽の電気自動車
『 eＫクロスEV』

メモリナビ フルセグＴＶ
バックカメラ ＥＴＣ

□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

15,800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。

左ミラー電動格納
パワステ、キーレス

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

三菱 キャンター ダンプ
２トン 低床

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。

