
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。１月末。雪が降って、久しぶりに平地

で積雪も。雪を見せてあげようとマルコを外に連れ出してみたのですが、毛皮を着てるわりに実は、超寒がりのマル

コ。ブルブル震えながら『やめてくれー、暖かい部屋に戻してくれー』って顔をしてましたが、雪の上に置いてみる

と・・・めちゃくちゃ大はしゃぎ。マルコの前世、もしかしたら犬だったのかもしれないですね～。

さてさて。トヨタ社長の豊田章男氏が4月1日付で、社長を退任して、会長に就くというニュースがありました。ま

だ、６６歳。社長に就任して１４年も経ちますが、代表権のある会長とはいえ、この年齢、このタイミングで社長を

譲ったのにはちょっとビックリ。今回の退任の理由の一つをずんだれ的に超訳すると、『自動車のデジタル、電動化、

コネクティビティとかもう一つ詳しくないし、そろそろ体力も衰えてくるし…だったら、もっと詳しくて、気力・体

力のある人に社長任せたほうがいいよね』ってのがあるようです。本当であれば、まだまだ、社長をやれると思うの

ですが、次の若い社長（佐藤恒治氏５３歳）を支えるには豊田章男氏自身、余力を残して退任したほうがよいでしょ

うし、何が正解かわからん今の時代に、社長としてのプレッシャーと日々戦い続けるには、

相当な気力・体力も必要ですし。さすがは日本を代表する会社の社長、引き際を心得てる

なーと思います。『わし、元気だからまだ続けるで！』っと安易にはならないんですねー。

政治、経済問わず、人の上にたつもの、こうあってほしいものです。では今月も<(_ _)>

去り際の美学

２０２３年
２月号

（第１２７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 ～

オシャレ＆リーズナブルなお店『MOIDA(モイダ)』

さん。焼き鳥 遊さんの２Ｆにあります。唐揚げ・チ

キン南蛮定食は鶏肉がジューシーで美味しいのは知っ

てたのですが、今回頂いたスパイスカレーもこれまた

美味しい(*’▽’)！原材料からこだわり、お店で手作り

しているスパイスカレーはマイルドな口当たりで、辛

くはないんだけど、じわじわとスパイスが効いてホッ

ト。ご飯とベストマッチするお味に仕上がってます！

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。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。

【チラシの主な登場人物】

ずんだれパンダさんの風景VOL.１20

『バレンタイン

デーの自分へのご

褒美に高級笹を

買ってみた！』と

自慢気に語るずん

だれパンダさん。

【有田（和歌山）のちょっと
いいものプレゼント】

ただ、正規ルートじゃなく、ヤフ〇クでゲットした

ので、もしかしたら、メイドインチャ〇ナのパッチ

モノかも・・・お腹壊さないのを祈るばかりです。

MOIDA

０７３７ – ２２ – ７８８８ＴＥＬ

和歌山県有田郡湯浅町湯浅３００７
（焼き鳥遊 ２Ｆ）

〒６４０ – ０００４

定休日

１1：００ ～ １５：００
（L/O：14：00）

日曜日・祝日

Flower & Caffe

～フェレットマルコの大冒険～

フェレットのマルコ

ずんだれパンダさんと一緒に冒険（＝お出掛け）している。食欲旺

盛で、ずんだれさん宅のエンゲル係数がえらいことに・・・

（ペレさん(2022年5月10日🌈）ココちゃん（2022年5月25日🌈）

フェレットのマルコです！お正月、新宮の那智大

社・那智の滝に行ってきました。長いドライブの果

てに辿り着いたと思ったら、急な坂や階段ばかり。

登るのほんと大変でした（ってほとんど抱っこされ

てたけど）。ドデカいおみくじを引いたずんだれさ

ん。でたのは、末吉。湯浅の顕国神社さんの初詣で

引いた時は、大吉だったけど、恋愛運・結婚運が

こっちのほうが良かったようで、ご機嫌でしたー。

バレンタイン企画（でも、お届けは3月！）。有田の

山椒を使ったオリジナルチョコをはじめ『The Smile 

Chocolate（滋賀県）』さんのお勧めチョコ詰め合わせ

（約3,000円分）を３名の方に。少し山椒強め。それが

ミルクチョコレートにすごくマッチしています。

OPEN

お申込みはこち
らのサイトから

〆切は
3月12日まで

モイダ

ランチのテイクアウト
やってます。
ドライフラワー販売して
います。

『わしゃ、元気。まだまだ若い
ものには、席は譲らんよー』

『そうですともー』



ＨＡＮＷＡで新車に乗ろう！

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。

最新の在庫情報は
カーセンサーで！

阪和自動車の
ＨＰはこちら

買取・中古車探しも、お気軽にご相談ください

ASK万円
車両本体価格

＊別途諸費用

在庫車・新車の動画
（ＹｏｕＴｕｂｅ）

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

ホンダ フリード
HYBRID G ６人乗り

17,500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
ダイハツ タフトＸ

7,900円～
７年リース

スズキ ワゴンＲカスタムＺ
HYBRID ZX

７年リース

9,400円～
ボーナス（年2回）+100,000円加算

月々 月々月々

ボーナス（年2回）+100,000円加算 ボーナス（年2回）+150,000円加算

＊写真はイメージです＊写真はイメージです ＊写真はイメージです

スズキ アルト６６０Ｓ

□年式：２０１９年
□形式：DAA-ＨＡ３６Ｓ
□距離：５．６万 km
□車体番号：４４７

６５万円
車両本体価格

＊別途諸費用

ナビ、ETC

□年式：２０１５年
□形式：DBA-HE３３S
□距離：２．９万km
□車体番号：９８６

９９万円
車両本体価格

＊別途諸費用

日野 デュトロ４０００
２トン積みフルフラットロー

デｨスプレイオーディオ
F/Ｒドラレコ未使用車

メモリナビ、フルセグＴＶ
全方位モニター

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-XZC605M
□距離：７万km
□車体番号：９３８

２６３万円
車両本体価格

２トン積みフルフラットロー
４０００ディーゼル

スズキ アルトラパン６６０Ｘ

一目ぼれしてしまうくらい、かっこいい。

新型プリウスをはじめ
トヨタの新車も阪和自動車で！

ＮＥＷ
トヨタ
プリウス

□年式：２０２２年
□形式：５ＢＡ-LA６５０Ｓ
□距離：４ km
□車体番号：６２５

ASK万円
車両本体価格

＊別途諸費用

ダイハツ タントファンクロス スタンダードナビ
Ｆ/Ｒドラレコ未使用車

車両本体価格

スズキ キャリィ ＫＣエアコン
パワステ 5MT

□年式：２０２３年
□形式：３ＢＤ-DA１６T
□距離：４ km
□車体番号：６９１

未使用車
早く納車できます

ASK万円
＊別途諸費用

□年式：２０１8年
□形式：TPG-FBA60
□距離：４．７万km
□車体番号：９４５

３１５万円
車両本体価格

＊別途諸費用

三菱 キャンター３トン
ダンプ低床

３トン４ナンバー
強化ダンプ

車両本体価格

日産 ノート e-POWER X

□年式：２０１７年
□形式：ＤＡＡ-ＨＥ１２
□距離：５．８万 km
□車体番号：２２５

純正ナビ、フルセグＴＶ
アラウンドビューモニタ

１０９万円
＊別途諸費用

□年式：２０２２年
□形式：５BA- ＬＡ８５０Ｓ
□距離：４ km
□車体番号：１００

ダイハツ ムーヴキャンバス
セオリーＧ

＊納期かかります

PHOTO:Ｇ（ハイブリッド車 E-Four）
COLOR:アッシュ

試乗の模様はこちら
で（動画、高速で
走ってる模様も）！
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