
~~~~1■
■

12.

―Lttη じLttu゛ n■しn14彫 LLa81濶 %1」 くηuυ りヽnうηつtuし ∩3つ ∩υL∩ソ彫LLa彫
1]」

腎■ くυaく璃u 」 彫ヽLnⅥ ∩n∩ 0御 1ヽ101∩ ηう

ル1'013く 1」ξ)∩ 1討 うヽヾ ダlnヾ l l∩ くヽ∩ni FiO“ ζηくOn∩ 1515くηo`nicl oヾ∩∩111」号ルlolτlっ 11,111」anくて、nll lり t」 n'ヽ ∩つnく  5_50

Lttmヽ  819 15.00 ι]」 mi 旬n■■11 2 Иaヾ  、loagL03∩ mnttLιυUⅥ Oく∩∩1lUヽИllaつ■mlυ anく an聰∩nl′un

くU」 8ヽ潤 na∴MaOバ Oulo■  428,000 Unη  旬nl`つ l」しくuⅥlol1 31,500 unη  くυ」 8ヽ関η
`ヽ

」ソa′くlo■ 459,500

1」 114 Lil。く旬n∩lttLメ千ぶ4く
11」」1831nalll`が つ11]l'さ

1盟』m
:  ^                              ,          oフ     リ             」―しL因 11ヾ nunlヽ L∩Uml くn■ aく しaヽ 3Jan5L∩ `Uni くUυ∩61∩ 1 ■■8じnη∩OmOuLLη uⅥ覇∩くηuQηO くυUl彫田1:ヽ』η

011′amn襲
=Oυ `uζ

｀
um 164,160 υnη くυ」5彰鶉nl、 :じν6oバ e翻lo翻  30,350 υnη 1ヾ11つ■Lく鶴ηlou 7,500

υlγl く1」 1」 8ヽコη:ヽ11′1ら
1くlol1 23,030 1」 nγl tiloく Qn∩ tヾ」 t」、彫:Jna』`n満:Qtity80う n3

bl皿強
ツ                  ^  ιИ .だ   υ                      ! :  シ =―L匈 1しな渕uく 11lL∩Ⅵ彰LLa彰驚脚¶1: 0116UiVniⅥ lL電し∩Uつ nUL∩ν8Lし a彰 1脚 %1」 υヾaく

η
l」 U毎彰しnη ∩η∩0響うnく窃く

an61｀
`｀

」」∩ni l∩ 5く∩15石 eagnく anl`旬 0∩ 50∩ 0■∩弓mta弓関なνぶ∩ 0く百∩15υ号141ヽがつuttnυ anく ant」 l∩ 8Lη

∩01」∩号mし a弓 ]」 翻ぶ∩ Иl』1 0.10 Lttml l′ 110曇η場Ⅵl涎 1」oonづ 1 933.00 mllnく LNm5 璃ζO脚働∩商(くも101∩ 1く∩η5

銀nm52nu l10attL68∩口1関 Lじυυ00ヾ石∩1lυ ttvnう まつl』 nゞuanく an■バlИ翻∩ in■っ翻しく蹴研101」 7,500 ■lη

くlЛ」ヽ彫脚η
`ヽ

」ソatol` 7,500 ■lηッl tiloく っn∩lNLずfぶ

`く

くu」 18o、3o〔
｀
電ll」が31.lξ`t′子

lol週2

-LL因 聰Qnuan311:、』q剛 くnuυ弓朝1lⅥちt」 し届3っ ″υan5η、:l」 q剛 くυ環∩annl 」、8ヒ nⅥしく視し例0■

=110%∩
3ぅ Ⅵ弓0

Ⅵl10ヾ nl」がつ翻η003■ くυ」 8ヽ8Jnf】柄01襲 mmηNteu旬〔um 297,900 υηⅥ υヾ」 3ヽ810創 tyぶ0バOuloヽ 97,900

1」 lγ1 1111■ 11111」
q1011 97,000 11lγ

l(1」 1」 8ヽ31la』 14盛(11011 900 1」 ηνl Li10く 句n∩ 1ヾ」 1」 彰ヽ関η

`ヽ

114議
iくtもし1480電38

1ュ墾壺i聾

シ                  ^  ι
“

i」  υ                 l    : : ン パーLtt η Lし 因翻くηl`L∩ηttLし a彰町脚%翻  く1視UヽⅥnlη つtuし∩83∩ ut∩ソg LLa彰
驚脚%1」 υヾaく Ⅵl」 U58しnη∩nneallく aく

_____ 1    ,       I  ν               パ|   ^   `     `    へ    |   。          、
衝ηOη l`可υ∩1, L∩ 5く ∩ηヽ ∩oa51(anu旬 oolo∩ o■∩、mじa,脚しИa∩  oヾ ∩n15υ l14nぅ aっ umηυanヾ antt L∩ 8L14

∩011∩ 5mLal:、ln4an 141:10.10L鰤 (И
501日γ予1脚Ъ、11」鋼 ∩91933.00m5oヾ L:Jmi vllo潤 m`細 nul∩、くn15

31n鉾 う
inl」 in3a8じ680m■脚眺むυ例oく石∩η、u弓ソnlなっ1」翻nυ a∩ aヾnl:バη繁1」∩ くυ」5彫〕」na:LИ 60パ eu10■  7,500

Uηη ηヾ■31」 しくuilo■ 97,000 Ulη  (U」 5彫測na」ソざQloll 104,500 υnη  tlloく Qη∩tょil斉商
`ヾ

υヾ」5彫脚nall鶴

がっu永ぅ

121』al

~しな因11111」 ∩η`高∩υl nヾl」う彰

`γ

l」 バ01」
′
う
′
18L弓 8場 Lta8t」 180:J`尋∩191(1」∩ILlll」 (11」 」ヽ 8Lfヽ ηin8づ 38Lバ 0■ Li」 つく1｀

ll」

∩ηヽ

_l,_υへ       f■
“

 ' シ υ          :         :  パ・   、         :             υ  `  υ  _        :       .υaυ口,η %∩ niⅥ L脚し%lanu`ヽ」彫うη8η lきくυぅnuttn3ol:1 し∩5く∩η5∩ ooll′15nanくっ1」 L∩∩11∩し,o. くu」ぅ彫関η
`、

』η

01脚mm13JぞOtyl`u:um l,147,500 υηγl(1」 1」58脚 nLl′ 80バ 0111011 257,415 υlγl イnll■ 1くit(■alol1 257,000

1」 lγl くU」 588Jnfl.И δ
`(lo12 415 Rnγ

l し
'磁

oく句3∩くul」ぅ8:」 na」 lη試4く
l'さLl′ 80芍38

1璽」饉
ν                       ^   υ い :■   υ                           : ,  ν  底―Ltt η ιL因 11く 11lL∩И VLLa 8驚関%蹴  ηヾ■υlИη5ηつtuし∩きつnUし∩И8しta彫驚関%聰  υヾaく

η
l』 」う彰Lnη ∩n∩ ea51ヾ♂く

______  ]    ヽ _       l  ν                ol   へ    
“

     `    `、     1   。          、
劉
′
1505〔

、lυ
∩n' Lnヽく∩nう ∩Oainく anuQo∩、Q∩ o■∩、働LaittLИ a∩  00∩∩n,υ lソnianumntanOanll tn8し η

∩ell∩寄mta号 8、 1し 14ぶ∩ 141」 10.10 し
=」

mう  Ⅵ'弓
Ojl(高 t』

〈岡tlilχ00∩づ1 933.00 mη 、1くし:」 mぅ  Ⅵ■o3」∩∩nt〈週lolo、くnll
脚n"lЛη視 う18a彰し68∩ m13Jし Lυυデ00バ nllull′ 8oヽがつuttnuanoal覇 バnν■o く℃」58関 na』 団ぶ0バ 0ゝ凡011 104,500


