
ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダェニヘキ キダェニヘキ

ドヘトギれヘトセヘデエろビヂミェツプタ 150,000

ャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐ 50,000

ャキペタバデソダェビキソマタチドブェプタ
バプキオデ 300,000

ャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ 9,846,000

ャキペタバデソダェビキソマタダヰヘャパタリギ
ダヰヘタヘコエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキ
ゼペルタ"*ェダソ0+

203,240

バヰヘドビキギれヘト 400,000

ャダホレトトプキグホツオタツペェヘド 2,304,000

キダダマオニヘェド

ャキペタャズポビタ"*ッれヘトェヘド
ャデポビキ+

ャキペタオれヘセビダヤソタチドブギヰヘ
セヰヘヤパタれキタヘトェ1ドビキタヘトェ
ャキペタオれヘセビダヤソタバデヘグペェバテヘ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ

ャキペタオれヘセビダヤソタ
ャニエヘタマェヘド1ソホルチドボェハヘタヘトェ
ャソノデタセドホ"タヘトェビキオゐェヘド
ダドペパヘドバれネタセヰヘダニ

ャキペタャズポビタタヘトェ1ドビキタヘトェ

ャキペタオれヘセビダヤソタツペャノハ
タヘトェ1ドビキタヘトェ

ャキペタャズポビタ"*ッれヘトチドブギヰヘ+

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ 576,000 193,000 797,000

ャキペタャツペルデセれヘキ"ラ"エビキツタプェキヘタ

ャキペタャツペルデセれヘキ"ラエビキツタプェキヘタ
ギろヘキ 69,500 89,100

ャキペタャズポビタツタプェキヘタ 927,000 606,000 1,156,800

オれヘギろヘキニミェギろヘキチドブギヰヘ 197,000

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ 42,000 42,000 42,000

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘセビダヤソタ ャキペタグれネトャパニポビェヘドノボェハヘダマセド 40,000 5,000

エろビダプココプセペキダチドブデヘスドヘトギれヘト

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"3136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダェニヘキ キダェニヘキ

ドヘトギれヘトセヘデエろビヂミェツプタ 150,000

ャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐ 50,000

ャキペタバデソダェビキソマタチドブェプタ
バプキオデ 300,000

ャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ 9,846,000

ャキペタバデソダェビキソマタダヰヘャパタリギ
ダヰヘタヘコエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキ
ゼペルタ"*ェダソ0+

203,240

バヰヘドビキギれヘト 400,000

ャダホレトトプキグホツオタツペェヘド 2,304,000

キダダマオニヘェド

ャキペタャズポビタ"*ッれヘトェヘド
ャデポビキ+

ャキペタオれヘセビダヤソタチドブギヰヘ
セヰヘヤパタれキタヘトェ1ドビキタヘトェ 42,120 42,120

ャキペタオれヘセビダヤソタバデヘグペェバテヘ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 1,627,200 1,627,200

ャキペタオれヘセビダヤソタ
ャニエヘタマェヘド1ソホルチドボェハヘタヘトェ
ャソノデタセドホ"タヘトェビキオゐェヘド
ダドペパヘドバれネタセヰヘダニ

86,400 86,400

ャキペタャズポビタタヘトェ1ドビキタヘトェ 514,080 514,080

ャキペタオれヘセビダヤソタツペャノハ
タヘトェ1ドビキタヘトェ 42,120 42,120

ャキペタャズポビタ"*ッれヘトチドブギヰヘ+

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ 2,078,700 3,644,700

ャキペタャツペルデセれヘキ"ラ"エビキツタプェキヘタ 84,000 84,000

ャキペタャツペルデセれヘキ"ラエビキツタプェキヘタ
ギろヘキ 136,700 295,300

ャキペタャズポビタツタプェキヘタ 3,255,000 5,944,800

オれヘギろヘキニミェギろヘキチドブギヰヘ 629,000 826,000

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ 228,000 354,000

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘセビダヤソタ ャキペタグれネトャパニポビェヘドノボェハヘダマセド 55,000 100,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"4136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダズヰヘャタペタキヘタ

オれヘセビダヤソタ

オれヘセビダヤソタヂミろチサペダプセペドヘグェヘド
ビプタャチリタチドブュトグタゐヤェれビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ

142,000 50,000 127,000

オれヘャグれヘダろヘタ

オれヘセビダヤソタェヘドチサペダプセペキヘタ
タビェャネニヘドヘグェヘド 5,000 2,000 5,000

オれヘユグろバビト

ドヘトギれヘトャツポルビユパろョズろデヘケボルキ
ダドペェヘド 749,000 30,000 190,000

ドヘトギれヘトャェホルトネェプダェヘドドプダドビキ
ヤニブツペゾホェヘド 400,000 150,000

ドヘトギれヘトャェホルトネャタポルビキェプダェヘド
チサペダプセペドヘグェヘドソホルョデれャエろヘ
ニプェハスブドヘトギれヘトパデネズビポルタラ

ェヘドダドペパヘドギプズェヘドエトブ
デミニッビトユタグマデグタ 60,000

オれヘエビキエネプコ"エビキドヘキネプニ"
パドポビャキペタドヘキネプニ 20,000

オれヘギプズェヘドャドホトタェヘドバ
ビタ 54,400

オれヘギプズキヘタツペゾホェヘドソヘキ
ノヘバタヘ"キヘタチドブャツスホ
セれヘキ"ラ

700,000

オれヘユグろギれヘトセヘデュオドキェヘド"
ビダセ0ャオニポルビタソホル
チドブグヘオデパデミれダろヘタ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘド
ヤエれキエプタェホヒヘタプェャドホトタ"
ャトヘネグタ"ヤニブチドブグヘグタ
ソプルネョチ

120,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタ
ネプタャズリェヤパれキグヘセペ 200,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
ビダドデェヘドチろビキェプタヤニブ
ヤェろョエチプコパヘャェホルトネェプダトヘ
ャバツセペズ

30,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"5136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダズヰヘャタペタキヘタ

オれヘセビダヤソタ

オれヘセビダヤソタヂミろチサペダプセペドヘグェヘド
ビプタャチリタチドブュトグタゐヤェれビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ

410,500 729,500

オれヘャグれヘダろヘタ 40,000 40,000

オれヘセビダヤソタェヘドチサペダプセペキヘタ
タビェャネニヘドヘグェヘド 8,000 20,000

オれヘユグろバビト

ドヘトギれヘトャツポルビユパろョズろデヘケボルキ
ダドペェヘド 565,000 1,534,000

ドヘトギれヘトャェホルトネェプダェヘドドプダドビキ
ヤニブツペゾホェヘド 30,000 580,000

ドヘトギれヘトャェホルトネャタポルビキェプダェヘド
チサペダプセペドヘグェヘドソホルョデれャエろヘ
ニプェハスブドヘトギれヘトパデネズビポルタラ

ェヘドダドペパヘドギプズェヘドエトブ
デミニッビトユタグマデグタ 60,000

オれヘエビキエネプコ"エビキドヘキネプニ"
パドポビャキペタドヘキネプニ 20,000

オれヘギプズェヘドャドホトタェヘドバ
ビタ 54,400

オれヘギプズキヘタツペゾホェヘドソヘキ
ノヘバタヘ"キヘタチドブャツスホ
セれヘキ"ラ

700,000

オれヘユグろギれヘトセヘデュオドキェヘド"
ビダセ0ャオニポルビタソホル
チドブグヘオデパデミれダろヘタ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘド
ヤエれキエプタェホヒヘタプェャドホトタ"
ャトヘネグタ"ヤニブチドブグヘグタ
ソプルネョチ

120,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタ
ネプタャズリェヤパれキグヘセペ 200,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
ビダドデェヘドチろビキェプタヤニブ
ヤェろョエチプコパヘャェホルトネェプダトヘ
ャバツセペズ

30,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"6136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘユグろバビト

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
ビダドデバれキャバドペデダヰヘダプズ
ヅポレタヅミ"ヤニブバれキャバドペデ
ビヘグホツユパろヤェれヂミろセペズトヘャバツ
セペズ

32,500

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェヘドセヘデュオドキェヘドチェ
チろビキバゼヘダプタバヰヘオプコエビキ
グヘセペ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデエビキノミタトゐ
ダドペェヘドヤニブゼれヘトソビズ
ャソオュタュニトホェヘドャェハセド
チドブギヰヘセヰヘダニ

80,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデエビキノミタトゐビヘバヘ
バデプオドチろビキェプタテプトッれヘト
ツニャドポビタ

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデセヘデュオドキェヘド
バドろヘキオネヘデチニビズテプト
ソヘキゼタタ
オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデセヘデュオドキェヘド
ビダドデヤニブッボェチサペダプセペ
ェヘドチろビキェプタヤニブドブキプダ
ビプオオホテプト

オれヘユグろギれヘトユタェヘドャズペタ
ソヘキョチドヘグェヘド 15,000 20,000 20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドツプジタヘ
ヂミろズミヤニャズリェャニリェヤニブャズリェ
ビタマダヘニ"5"エネダ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドバヰヘドネギ
オネヘデギヰヘャチリタツポレタザヘタ
エビキチドブグヘグタ

20,000

オれヘゾドドデャタホトデヤニブオれヘ
ニキソブャダホトタユタ
ェヘドビダドデバプデデタヘ

オれヘニキソブャダホトタユタ
ェヘドビダドデバプデデタヘ 30,000 30,000 20,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"7136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘユグろバビト

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
ビダドデバれキャバドペデダヰヘダプズ
ヅポレタヅミ"ヤニブバれキャバドペデ
ビヘグホツユパろヤェれヂミろセペズトヘャバツ
セペズ

32,500

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェヘドセヘデュオドキェヘドチェ
チろビキバゼヘダプタバヰヘオプコエビキ
グヘセペ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデエビキノミタトゐ
ダドペェヘドヤニブゼれヘトソビズ
ャソオュタュニトホェヘドャェハセド
チドブギヰヘセヰヘダニ

80,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデエビキノミタトゐビヘバヘ
バデプオドチろビキェプタテプトッれヘト
ツニャドポビタ

20,000 20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデセヘデュオドキェヘド
バドろヘキオネヘデチニビズテプト
ソヘキゼタタ

20,000 20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタ
ェペギェドドデセヘデュオドキェヘド
ビダドデヤニブッボェチサペダプセペ
ェヘドチろビキェプタヤニブドブキプダ
ビプオオホテプト

20,000 20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドャズペタ
ソヘキョチドヘグェヘド 10,000 75,000 140,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドツプジタヘ
ヂミろズミヤニャズリェャニリェヤニブャズリェ
ビタマダヘニ"5"エネダ

20,000

オれヘユグろギれヘトユタェヘドバヰヘドネギ
オネヘデギヰヘャチリタツポレタザヘタ
エビキチドブグヘグタ

20,000

オれヘゾドドデャタホトデヤニブオれヘ
ニキソブャダホトタユタ
ェヘドビダドデバプデデタヘ

50,000 50,000

オれヘニキソブャダホトタユタ
ェヘドビダドデバプデデタヘ 50,000 130,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"8136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘユグろバビト

ュオドキェヘドェヰヘギプズネプグツポグ
エろヘキゼタタ"ヤニブヤパニれキタヰレヘ
ゾドドデグヘセペ

50,000

ュオドキェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
ヤニブタプタソタヘェヘド
バヰヘパドプダヂミろバミキビヘトマ

50,000

ュオドキェヘドチニミェパコろヘヤッェ
ニズェヘドツプキソニヘトエビキ
パタろヘズペタ

25,000

ュオドキェヘドッボェビダドデ"ヤニブ
ノボェハヘズミキヘタ

ュオドキェヘドッボェビダドデャツポルビ
バれキャバドペデビヘグホツェヘドヂニペセ
バペタオろヘグマデグタ

200,000

ュオドキェヘドツプジタヘバれキ
ャバドペデオマスゾドドデ
ギドペトゾドドデ"バドろヘキ
ギペセバヰヘタボェドプダヂペズグビダ"
セヘデドビトツドブトマオニダヘソ

20,000

ュオドキェヘドャツペルデ
チドブバペソゾペテヘツェヘドソヰヘタヘ
ュズトニズセろタソマタェヘドヂニペセ

20,000

ュオドキェヘドドスドキオゐニズ
ェヘドユグろバヘドャオデホユタェヘド
ャェハセド

20,000

ュオドキェヘドノミタトゐツプジタヘ
オドビダオドプネユタセヰヘダニソれヘ
グマデツニョドろオネヘデドマタヤドキ

20,000

ュオドキェヘドバれキャバドペデェヘド
ャェハセドヤダダツビャツホトキ"
セヘデヤタネソヘキャノドハザェペギ
ツビャツホトキ

20,000

ュオドキェヘドバドろヘキギペセバヰヘタボェ
ヤニブオれヘタペトデユタェヘドセれビ
セろヘタェヘドソマギドペセ

20,000

ュオドキェヘドバヘデネプト"バヘト
ユトドプェヤパれキオドビダオドプネ 40,000

ュオドキェヘドユパろオネヘデドミろ
ドブダビダチドブグヘゾペチョセト
ヤェれチドブグヘグタ

20,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"9136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダズヰヘャタペタキヘタ オれヘユグろバビト

ュオドキェヘドェヰヘギプズネプグツポグ
エろヘキゼタタ"ヤニブヤパニれキタヰレヘ
ゾドドデグヘセペ

50,000

ュオドキェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
ヤニブタプタソタヘェヘド
バヰヘパドプダヂミろバミキビヘトマ

50,000

ュオドキェヘドチニミェパコろヘヤッェ
ニズェヘドツプキソニヘトエビキ
パタろヘズペタ

25,000

ュオドキェヘドッボェビダドデ"ヤニブ
ノボェハヘズミキヘタ 400,000 400,000

ュオドキェヘドッボェビダドデャツポルビ
バれキャバドペデビヘグホツェヘドヂニペセ
バペタオろヘグマデグタ

200,000

ュオドキェヘドツプジタヘバれキ
ャバドペデオマスゾドドデ
ギドペトゾドドデ"バドろヘキ
ギペセバヰヘタボェドプダヂペズグビダ"
セヘデドビトツドブトマオニダヘソ

20,000

ュオドキェヘドャツペルデ
チドブバペソゾペテヘツェヘドソヰヘタヘ
ュズトニズセろタソマタェヘドヂニペセ

20,000

ュオドキェヘドドスドキオゐニズ
ェヘドユグろバヘドャオデホユタェヘド
ャェハセド

20,000

ュオドキェヘドノミタトゐツプジタヘ
オドビダオドプネユタセヰヘダニソれヘ
グマデツニョドろオネヘデドマタヤドキ

20,000

ュオドキェヘドバれキャバドペデェヘド
ャェハセドヤダダツビャツホトキ"
セヘデヤタネソヘキャノドハザェペギ
ツビャツホトキ

20,000

ュオドキェヘドバドろヘキギペセバヰヘタボェ
ヤニブオれヘタペトデユタェヘドセれビ
セろヘタェヘドソマギドペセ

20,000

ュオドキェヘドバヘデネプト"バヘト
ユトドプェヤパれキオドビダオドプネ 40,000

ュオドキェヘドユパろオネヘデドミろ
ドブダビダチドブグヘゾペチョセト
ヤェれチドブグヘグタ

20,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<":136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダズヰヘャタペタキヘタ

オれヘユグろバビト

ュオドキェヘドビダドデソヰヘェヘド
ャェハセドチニビズテプト 20,000

バタプダバタマタオれヘユグろギれヘトェヘド
ダドペパヘドバゼヘタノボェハヘ 128,000

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ 800,000 20,000 5,000

オれヘネプバズマ

ネプバズマャオドポルビキヤセれキェヘト 10,000

ネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキ 20,000

ネプバズマオビデツペネャセビドゐ 30,000 40,000 10,000

ネプバズマバヰヘドネギ 10,000

ネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマ 100,000

ネプバズマャグポレビャツニペキヤニブパニれビニポルタ

ネプバズマェホヒヘ 90,000

ネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネ 10,000 20,000

ネプバズマネペソトヘノヘバセドゐパドポビェヘド
ヤツソトゐ

オれヘビヘパヘドャバドペデ"*タデ+ 640,000

ネプバズマェヘドャェハセド 20,000

ネプバズマェれビバドろヘキ 100,000 5,000

ネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ 10,000

ネプバズマバヰヘタプェキヘタ 15,000 20,000 20,000

ネプバズマェヘドノボェハヘ 24,000

オれヘバヘゾヘドスミチュテオ

オれヘダドペェヘドバポルビバヘドヤニブュソド
オデタヘオデ

オれヘタヰレヘチドブチヘ"オれヘタヰレヘダヘズヘニ

オれヘョヅヅろヘ

オれヘダドペェヘドョチドハスホトゐ

オれヘダドペェヘドュソドノプツソゐ

キダニキソマタ オれヘオドマテプスシゐ オドマテプスシゐオビデツペネャセビドゐ

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<";136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダズヰヘャタペタキヘタ

オれヘユグろバビト

ュオドキェヘドビダドデソヰヘェヘド
ャェハセドチニビズテプト 20,000

バタプダバタマタオれヘユグろギれヘトェヘド
ダドペパヘドバゼヘタノボェハヘ 128,000

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ 115,000 940,000

オれヘネプバズマ

ネプバズマャオドポルビキヤセれキェヘト 10,000

ネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキ 60,000 80,000

ネプバズマオビデツペネャセビドゐ 60,000 140,000

ネプバズマバヰヘドネギ 10,000

ネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマ 5,000 105,000

ネプバズマャグポレビャツニペキヤニブパニれビニポルタ 360,000 360,000

ネプバズマェホヒヘ 90,000

ネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネ 26,000 56,000

ネプバズマネペソトヘノヘバセドゐパドポビェヘド
ヤツソトゐ 130,000 130,000

オれヘビヘパヘドャバドペデ"*タデ+ 640,000

ネプバズマェヘドャェハセド 20,000

ネプバズマェれビバドろヘキ 105,000

ネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ 10,000 20,000

ネプバズマバヰヘタプェキヘタ 90,000 145,000

ネプバズマェヘドノボェハヘ 24,000

オれヘバヘゾヘドスミチュテオ

オれヘダドペェヘドバポルビバヘドヤニブュソド
オデタヘオデ 80,000 80,000

オれヘタヰレヘチドブチヘ"オれヘタヰレヘダヘズヘニ 10,000 10,000

オれヘョヅヅろヘ 372,000 372,000

オれヘダドペェヘドョチドハスホトゐ 10,000 10,000

オれヘダドペェヘドュソドノプツソゐ 30,000 30,000

キダニキソマタ オれヘオドマテプスシゐ オドマテプスシゐオビデツペネャセビドゐ

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"32136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダニキソマタ

オれヘオドマテプスシゐ

オれヘギプズケポレビャオドポルビキ
オビデツペネャセビドゐュタゎセダマゎェ 29,000

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツペデツゐ"
Multifunction

7,700

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツペデツゐ
ヤダダクホズパデボェ

オれヘギプズケポレビャオドポルビキバヰヘドビキ
ョヅ

オれヘギプズケポレビャオドポルビキバヰヘドビキ
ョヅヅろヘ 2,800

オれヘギプズケポレビギビテヘツ

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブチドプダチドマキ
オドマテプスシゐ 100,000

オドマテプスシゐェヘドャェハセド

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツれタ
パデビェオネプタ

オドマテプスシゐビポルタ

オれヘギプズケポレビビマチェドスゐャオドポルビキ
ャニれタャズリェ 30,000

オドマテプスシゐュガハスヘヤニブャヂト
ヤツドれ

オれヘギプズケポレビェニろビキゼれヘトテヘツ
タペルキ 11,000

オれヘギプズケポレビェニろビキュソドソプノタゐ
ネキギドチペズ
オれヘギプズケポレビャオドポルビキエトヘト
ャバホトキヤダダャオニポルビタソホル

オれヘギプズケポレビャオドポルビキドプダネペソトマ
ェドブギヘトャバホトキグタペズョドろ
バヘト

オれヘソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘェれビバドろヘキバペルキバヘゾヘドスミチュテオ

オれヘギろヘキャパデヘェれビバドろヘキ
チドプダチドマキゼタタニヘズトヘキ
テヘトユタセヰヘダニヂペネギドヘギド
ヤダダヤビバヅプニソゐセペェ
オビタェドホセ

1,160,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"33136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダニキソマタ

オれヘオドマテプスシゐ

オれヘギプズケポレビャオドポルビキ
オビデツペネャセビドゐュタゎセダマゎェ 29,000

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツペデツゐ"
Multifunction

17,000 24,700

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツペデツゐ
ヤダダクホズパデボェ 4,300 4,300

オれヘギプズケポレビャオドポルビキバヰヘドビキ
ョヅ 5,600 5,600

オれヘギプズケポレビャオドポルビキバヰヘドビキ
ョヅヅろヘ 2,800 5,600

オれヘギプズケポレビギビテヘツ 4,000 4,000

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブチドプダチドマキ
オドマテプスシゐ 100,000 200,000

オドマテプスシゐェヘドャェハセド

オれヘギプズケポレビャオドポルビキツれタ
パデビェオネプタ 59,000 59,000

オドマテプスシゐビポルタ

オれヘギプズケポレビビマチェドスゐャオドポルビキ
ャニれタャズリェ 30,000

オドマテプスシゐュガハスヘヤニブャヂト
ヤツドれ

オれヘギプズケポレビェニろビキゼれヘトテヘツ
タペルキ 11,000

オれヘギプズケポレビェニろビキュソドソプノタゐ
ネキギドチペズ 838,370 838,370

オれヘギプズケポレビャオドポルビキエトヘト
ャバホトキヤダダャオニポルビタソホル 15,000 15,000

オれヘギプズケポレビャオドポルビキドプダネペソトマ
ェドブギヘトャバホトキグタペズョドろ
バヘト

870,000 870,000

オれヘソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘェれビバドろヘキバペルキバヘゾヘドスミチュテオ

オれヘギろヘキャパデヘェれビバドろヘキ
チドプダチドマキゼタタニヘズトヘキ
テヘトユタセヰヘダニヂペネギドヘギド
ヤダダヤビバヅプニソゐセペェ
オビタェドホセ

1,160,000

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"34136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト ヤヂタキヘタキダェニヘキ ヤヂタキヘタェヘドャェハセド

ヤヂタキヘタェヘドノヘバタヘ
ネプジタゾドドデヤニブ
タプタソタヘェヘド

ヤヂタキヘタバドろヘキオネヘデ
ャエろデヤエリキエビキグマデグタ

ヤヂタキヘタャオパブヤニブ
グマデグタ

ヤヂタキヘタバプキオデ
バキャオドヘブパゐ

ヤヂタキヘタバヘゾヘドス
バマエ ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ

キダニキソマタ オれヘソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブチドプダチドマキ
ソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘギろヘキャパデヘチドプダチドマキ
ノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ 250,000

キダャキペタビマズパタマタ ャキペタビマズパタマタ

ャキペタビマズパタマタビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ

ャキペタビマズパタマタャビェグタ 100,000 135,000

ャキペタビマズパタマタバれネタドヘグェヘド 20,000 1,288,000

ドネデ 13,253,240 215,000 1,330,000 512,500 5,246,500 1,179,500 135,000 5,331,300

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"35136



ヤヂタキヘタ
キダ1パデネズ1チドブャテソドヘトギれヘト

ヤヂタキヘタェヘドドプェハヘ
オネヘデバキダテヘトユタ

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタ
ソプルネョチ ドネデ

キダニキソマタ オれヘソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブチドプダチドマキ
ソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ

オれヘギろヘキャパデヘチドプダチドマキ
ノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ 250,000

キダャキペタビマズパタマタ ャキペタビマズパタマタ

ャキペタビマズパタマタビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 20,000 20,000

ャキペタビマズパタマタャビェグタ 235,000

ャキペタビマズパタマタバれネタドヘグェヘド 1,308,000

ドネデ 908,370 12,862,520 40,973,930

ネプタソホルツペデツゐ"<":13414782""33<3;<78 パタろヘ"<"36136


