














































































































ドヘトキヘタドヘトニブャビホトズチドブデヘスェヘドドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトソプルネョチ
チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2563

ャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ
ビヰヘャテビ ュタタバマネドドス   ギプキパネプズダマドホドプデトゐ

チドブデヘスェヘドドヘトギれヘトドネデソプレキバペレタ 32,861,200 ダヘソ ギれヘトギヘェドヘトョズろギプズャェリダャビキ  パデネズテヘハホギプズバドドヤニブパデネズャキペタビマズパタマタ
ソプルネョチ ヤトェャチリタ 

ヤヂタキヘタダドペパヘドキヘタソプルネョチ
キヘタダドペパヘドソプルネョチ ドネデ 7,406,600 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 5,125,500 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトェヘドャデポビキ) ドネデ 2,624,640 ダヘソ
ャキペタャズポビタタヘトェ/ドビキタヘトェ ギヰヘタネタ 695,520 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタエビキヂミろダドペパヘドソろビキゼペルタ ョズろヤェれ タヘトェャソノデタセドホヤニブドビキ
タヘトェャソノデタセドホ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ  
     (1)ャキペタャズポビタタヘトェャソノデタセドホ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ビプセドヘャズポビタニブ 27,600
  ダヘソ
     (2)ドビキタヘトェャソノデタセドホ ギヰヘタネタ 2 ビプセドヘ ビプセドヘャズポビタニブ 15,180 ダヘソ
ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダ
ヤソタ ヤニブチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェ
ャソノデタセドホ チドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘ
ャソノダヘニ ャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘト
オれヘャダホレトチドブグマデェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557          
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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/ドビキタヘトェ ギヰヘタネタ 120,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキヂミろダドペパヘド ョズろヤェれ タヘトェ
ャソノデタセドホ/ドビキタヘトェャソノデタセドホュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ 
     (1)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ャソノデタセドホ ビプセドヘャズポビタニブ 4,000
 ダヘソ
     (2)オれヘセビダヤソタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキドビキタヘトェャソノデタセドホ ギヰヘタネタ 2
 ビプセドヘ ビプセドヘャズポビタニブ 3,000 ダヘソ
ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダ
ヤソタ ヤニブチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェ
ャソノデタセドホ チドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘ
ャソノダヘニ ャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘト
オれヘャダホレトチドブグマデェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557          
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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ャキペタオれヘセビダヤソタツペャノハタヘトェ/ドビキタヘトェ ギヰヘタネタ 120,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタツペャノハエビキヂミろダドペパヘド ョズろヤェれ  タヘトェャソノデタセドホヤニブ
ドビキタヘトェャソノデタセドホュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     (1)オれヘセビダヤソタツペャノハタヘトェャソノデタセドホ ビプセドヘャズポビタニブ 4,000 ダヘソ
     (2)オれヘセビダヤソタツペャノハドビキタヘトェャソノデタセドホ ギヰヘタネタ 2 ビプセドヘ ビプセドヘャズポビタ
ニブ 3,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダ
ヤソタ ヤニブチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェ
ャソノデタセドホ チドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘ
ャソノダヘニ ャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘト
オれヘャダホレトチドブグマデェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557          
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ャキペタオれヘセビダヤソタャニエヘタマェヘド/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 ギヰヘタネタ 198,720 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタドヘトャズポビタャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘ
タヘトェャソノデタセドホセヘデビプセドヘソホルェヰヘパタズ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ12
 ャズポビタ ズプキタホレ
     (1) オれヘセビダヤソタャニエヘタマェヘド ビプセドヘャズポビタニブ 9,660 ダヘソ
     (2) オれヘセビダヤソタソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ビプセドヘャズポビタニブ 6,900 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダ
ヤソタ ヤニブチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェ
ャソノデタセドホ チドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘ
ャソノダヘニ ャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘト
オれヘャダホレトチドブグマデェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557          
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 1,490,400 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタバデヘグペェバテヘャソノダヘニュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     (1)オれヘセビダヤソタチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ビプセドヘャズポビタニブ 15,180 ダヘソ
     (2)オれヘセビダヤソタドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ビプセドヘャズポビタニブ 12,420 ダヘソ
     (3)オれヘセビダヤソタバデヘグペェバテヘャソノダヘニ ギヰヘタネタ10 ビプセドヘ ビプセドヘャズポビタ
ニブ 9,660 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダ
ヤソタ ヤニブチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェ
ャソノデタセドホ チドブゾヘタバテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘ
ャソノダヘニ ャニエヘタマェヘドタヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘト
オれヘャダホレトチドブグマデェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557          
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 2,500,860 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 1,652,160 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ  ツドろビデャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ
セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ. ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキチニプズャソノダヘニドブズプダェニヘキ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 558,780
 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキパプネパタろヘバヰヘタプェチニプズャソノダヘニ  ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 376,020  ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキタプェソドプツトヘェドダマオオニチサペダプセペェヘドグヰヘタヘコェヘド ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 288,240 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタチドブグヘバプデツプタゾゐグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 225,840 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタゾマドェヘドグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 203,280 ダヘソ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 210,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキヂミろダドペパヘドュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキタプェダドペパヘドキヘタャソノダヘニ ドブズプダ 8 ビプセドヘャズポビタニブ 14,000
 ダヘソ ャチリタャキペタ168,000 ダヘソ 
     -セヰヘヤパタれキパプネパタろヘバヰヘタプェチニプズャソノダヘニ ドブズプダ 6/7 ビプセドヘャズポビタニブ 3,500
 ダヘソ ャチリタャキペタ 42,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 592,080 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネ ユパろヤェれ  ツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタ
ギろヘキソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ 
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトタプェソドプツトヘェドダマオオニ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 239,280
   ダヘソ 
    -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダドゼトタセゐ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 136,800 ダヘソ
    -セヰヘヤパタれキタプェェヘド ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ
    -セヰヘヤパタれキテヘドュドキ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ 
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ.ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 3/86



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 ギヰヘタネタ 46,620 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラ エビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダドゼトタセゐ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 22,620 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキタプェェヘド ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 12,000 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキテヘドュドキ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ12,000 ダヘソ
     セヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ(バヰヘタプェチニプズ
ャソノダヘニ)
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 2,091,100 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 337,600 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 220,000 ダヘソ

オれヘセビダヤソタオスブェドドデェヘド ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘオスブェドドデェヘドユタェヘドバビダオプズャニポビェツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ヤニブェヘドチドブャデペタヂニキヘタエビキツタプェキヘタャソノダヘニヂミろデホチドブバダェヘドスゐ
ヤニブオれヘセビダヤソタオスブェドドデェヘドチドブャデペタヂニキヘタャソノダヘニフニフ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドオプズャニポビェ
ツタプェキヘタヤニブニミェギろヘキエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ
.2558
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘセビダヤソタャギろヘパタろヘソホルユタェヘドャニポビェセプレキ  ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドャニポビェセプレキャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタオスブ
ェドドデェヘド ャグれタ オスブェドドデェヘドェヘドャニポビェセププレキ ヂミろビヰヘタネトェヘドェヘドャニポビェセプレキソろビキ
ゼペルタ タヘトソブャダホトタソろビキゼペルタ/ヂミろグれネトタヘトソブャダホトタソろビキゼペルタ ヂミろグれネトャパニポビヂミろビヰヘタネト
ェヘドェヘドャニポビェセプレキ オスブェドドデェヘドチドブギヰヘパタれネトャニポビェセプレキヤニブャギろヘパタろヘソホルユタェヘド
ャニポビェセプレキ フニフ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)  

オれヘャダホレトチドブグマデ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャダホレトチドブグマデユパろェプダオスブェドドデェヘドバテヘャソノダヘニユタェヘドチドブグマデ
ソホルデホデセペヤセれキセプレキユパろチサペダプセペパタろヘソホルャェホルトネェプダェペギェヘドキヘタエビキバテヘャソノダヘニヤニブヂミろデホ
バペソゾペャダペェョズろ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトャキペタャズポビタ ャキペタオれヘセビダヤソタ ヤニブ
チドブュトグタゐセビダヤソタビポルタエビキタヘトェャソノデタセドホ ドビキタヘトェャソノデタセドホ チドブゾヘタ
バテヘャソノダヘニ ドビキチドブゾヘタバテヘャソノダヘニ バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ャニエヘタマェヘド
タヘトェャソノデタセドホ ソホルチドボェハヘタヘトェャソノデタセドホ ヤニブェヘドギれヘトオれヘャダホレトチドブグマデ
ェドドデェヘドバテヘャソノダヘニ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2557
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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オれヘャグれヘダろヘタ ギヰヘタネタ 57,600 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャグれヘ/ャグれヘケポレビダろヘタ エビキツタプェキヘタャソノダヘニ セヘデバペソゾペソホルギブョズろドプダ 
ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ  ツ.ノ.2548 
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2551
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ5862 ニキネプタソホル 12
 セマニヘオデ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドャェホルトネェプダェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘャグれヘ
ダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリ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エビキヂミろダドペパヘド ツタプェキヘタャソノダヘニ ヂミろ
ソホルデホバペソゾペャダペェョズろ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグェナハゴホェヘヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグェナハゴホェヘャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘダマセド ツ.ノ.2523
 ヤニブソホルヤェろョエャツペルデャセペデゼボキクダプダソホル 7 ツ.ノ.2554
     2.ドブャダホトダェドブソドネキェヘドオニプキ ネれヘズろネトェヘドャダペェギれヘトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダ
ェヘドノボェハヘダマセド ツ.ノ.2560
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2541   
     4.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2549  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろバビト ドネデ 956,500 ダヘソ
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

オれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドドプダ - バれキャビェバヘドキヘタバヘドダドドスビペャニリェソドビタペェバゐ ギヰヘタネタ 6,500 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドドプダ-バれキャビェバヘドキヘタバヘドダドドスビペャニリェソドビタペェバゐ
セニビズチホ 2563 ャグれタ オれヘャグれヘツポレタソホルフニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 5/86



オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘ
ネヘドバヘド  パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェチドブャテソ
ドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘケプェヅビェ ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタドヘトギれヘトオれヘケプェヅビェヂろヘデれヘタ チニビェパデビタ ヂろヘチミソホルタビタ フニフ
            ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
    1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2
/ネ 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
    2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソトズれネタデヘェソホル  デソ 0808.2/ネ7120ニキネプタ
ソホル 9 ゾ.オ.2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘセペズセプレキョヅヅろヘ ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキャパデヘャズペタバヘトョヅヅろヘャツペルデャセペデ オれヘゾドドデャタホトデ ドネデゼボキェヘド
チドプダチドマキドブダダョヅヅろヘ ェヘドャツペルデェヰヘニプキョヅヅろヘ ェヘドエトヘトャエセョヅヅろヘ ェヘドダヰヘドマキ
ドプェハヘパドポビケれビデヤケデドブダダョヅヅろヘヤニブビマチェドスゐ ャグれタ バヘトョヅヅろヘ セミろオネダ
オマデ フニフ
ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.セヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダ
ェヘドチサペダプセペドヘグェヘドエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542ヤニブ
ドブャダホトダェドブソドネキェヘドオニプキ ネれヘズろネトェヘドャダペェギれヘトユタェヘドダドペパヘドキヘタエビキバれネタ
ドヘグェヘド ツ.ノ.2553
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ
 0808.2/ネ 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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オれヘゼれヘトャビェバヘド オれヘャトリダパタプキバポビパドポビャエろヘチェ ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘゼれヘトャビェバヘド オれヘャトリダャニれデパタプキバポビパドポビャエろヘチェパタプキバポビ  
ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ
 0808.2/ネ 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトドプダ ฏ ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソトズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ7120ニキネプタ
ソホル 9 ゾ.オ.2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘゾドドデャタホトデセれヘキラ ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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 ビヘソペャグれタ オれヘゾドドデャタホトデセれヘキラ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソトズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ7120ニキネプタ
ソホル 9 ゾ.オ. 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘャダホレトチドブェプタテプト ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャダホレトチドブェプタドゼギプェトヘタトタセゐ ドゼトタセゐ ドゼダドドソマェタヰレヘ ドゼェミろグホツェミろ
テプト フニフ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェチドブャテソ
ドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 7/86



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 ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
オれヘドプダドビキユタェヘドセろビタドプダダマオオニ/オスブダマオオニ  ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘドプダドビキユタェヘドセろビタドプダダマオオニ/オスブダマオオニユパろセプレキキダ
チドブデヘスョズろョデれャェペタチホニブ 1 % エビキドヘトョズろギドペキエビキチホキダチドブデヘスソホルニれネキデヘ
ュズトョデれドネデドヘトョズろギヘェャキペタビマズパタマタャクツヘブェペギ ャキペタェミろ ャキペタギれヘトエヘズャキペタバブバデ
ヤニブャキペタソホルデホヂミろビマソペノユパろ ズプキタホレ ユタチホキダチドブデヘス 2561 デホトビズドヘトドプダ
ギドペキ 31,233,395.31ダヘソ オヰヘタネスョズろズプキ
タホレ 31,233,395.31 x 1/100  =  312,339.95 ダヘソ ユパろャダペェギれヘトョズろユタ
テヘトユタネキャキペタキダチドブデヘスソホルチドブデヘスェヘドョネろセヘデビプセドヘソホルェヰヘパタズヤニブセヘデオれヘ
ユグろギれヘトソホルャェペズエボレタギドペキ  ュズトオヰヘタボキゼボキオネヘデギヰヘャチリタヤニブチドブパトプズヤニブユパろユグろパニプェ
ザヘタェヘドギれヘトャキペタセヘデドヘトェヘドオれヘユグろギれヘトソホルャェペズエボレタギドペキ デヘチドブェビダェヘドャダペェギれヘト
ャキペタュズトデホャギろヘパタろヘソホルソホルャェホルトネエろビキユタェヘドズヰヘャタペタキヘタャチリタヂミろドプダドビキェヘドギれヘト  
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.4/ネ 2381 ニキネプタソホル  28
 ェドェゴヘオデ 2548 ャドポルビキ ェヘドセプレキキダチドブデヘスヤニブェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘドプダドビキ
パドポビオれヘャニホレトキドプダドビキエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘャニホレトキドプダドビキユタェヘドチドブグマデバテヘソろビキゼペルタパドポビオスブェドドデェヘドパドポビオスブ
ビタマェドドデェヘド ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ  
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘオれヘャニホレトキドプダドビキユタェヘドチドブグマデバテヘソろビキゼペルタパドポビオスブ
ェドドデェヘドパドポビオスブビタマェドドデェヘドソホルョズろドプダヤセれキセプレキセヘデェゴパデヘトパドポビセヘデ
ドブャダホトダパドポビパタプキバポビバプルキェヘドエビキェドブソドネキデパヘズョソトパドポビェヘドチドブグマデ
ドブパネれヘキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタパドポビビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタェプダドプザ
ネペバヘパェペギパドポビャビェグタ ユパろビトミれユタズマニトツペタペギエビキヂミろダドペパヘドソろビキゼペルタ ュズトトビズャキペタソホル
セプレキギれヘトョデれドネデビトミれユタオれヘドプダドビキ ユパろャダペェギれヘトョズろャソれヘソホルギれヘトギドペキヤニブユパろヤタダダプコグホ
ニヘトデポビグポルビギヰヘタネタダマオオニヤニブドヘトキヘタェヘドチドブグマデ ャツポルビユグろャチリタパニプェザヘタ
チドブェビダェヘドャダペェギれヘトュズトデホャギろヘパタろヘソホルソホルャェホルトネエろビキユタェヘドズヰヘャタペタキヘタャチリタヂミろ
ドプダドビキェヘドギれヘト
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.4/ネ 2381 ニキネプタソホル 28
 ェドェゴヘオデ 2548 ャドポルビキ ェヘドセプレキキダチドブデヘスヤニブェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘドプダドビキ
パドポビオれヘャニホレトキドプダドビキエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
 

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
オれヘグズユグろオれヘャバホトパヘトパドポビオれヘバペタョパデソズヤソタ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘグズユグろオネヘデャバホトパヘトパドポビオれヘバペタョパデソズヤソタ ェドスホトゐドゼトタセゐ
エビキャソノダヘニソホルェれビユパろャェペズオネヘデャバホトパヘト セヘデツ.ド.ダ.オマろデオドビキヂミろチドブバダテプト   ツ
.ノ.2535 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0313.4/ネ 1400 ニキネプタソホル 12
 ツナハテヘオデ 2537
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 8/86



オれヘユグろギれヘトュオドキェヘドギプズェペギェドドデャクニペデツドブャェホトドセペヤニブバタプダバタマタュオドキェヘドビプタ
ャタポルビキデヘギヘェツドブドヘグズヰヘドペ

ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリ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ズプキタホレ
     1.ギプズェペギェドドデュオドキェヘドギプズェペギェドドデャクニペデツドブャェホトドセペヤニブバタプダバタプダバタマタ
ュオドキェヘドビプタャタポルビキデヘギヘェツドブドヘグズヰヘドペ
     2.ギプズェペギェドドデチドブグヘバプデツプタゾゐャグペコグネタビヰヘタネトオネヘデバブズネェチドブグヘグタ
ャツポルビドれネデキヘタドプザツペゾホヤニブツドブドヘグツペゾホセれヘキラ
     3.バタプダバタマタェヘドズヰヘャタペタキヘタセヘデパニプェチドプグコヘャノドハザェペギツビ
ャツホトキ ャグれタ  オれヘギプズバゼヘタソホル オれヘネプバズマ オれヘビマチェドスゐ オれヘビヘパヘドネれヘキセれヘキラ フニフ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタェヘド
ギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ125 ニヰヘズプダソホル 5  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろギれヘトュオドキェヘドダヰヘャツリコバヘゾヘドスチドブュトグタゐ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ オれヘネプバズマ オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデフニフ ギプズェペギェドドデダヰヘャツリコ
バヘゾヘドスチドブュトグタゐドれネデェプダチドブグヘグタユタャエセャソノダヘニ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブデドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタェヘド
ギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 125 ニヰヘズプダソホル 6  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 70,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタ フニフ エビキヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズャソノダヘニ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ(クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 9/86



オれヘユグろギれヘトユタェヘドャセドホトデェヘドャニポビェセプレキ ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタュオドキェヘドャニポビェセプレキエビキャソノダヘニセヰヘダニ
ュェドェヤェろネ セヘデソホルェゴパデヘトェヰヘパタズ ビホェソプレキユパろオネヘデドれネデデポビユタェヘドチドブグヘ
バプデツプタゾゐ ェヘドスドキオゐ パドポビェヘドユパろエろビデミニエれヘネバヘドヤェれチドブグヘグタユパろソドヘダゼボキバペソゾペ
ヤニブパタろヘソホルヤニブェヘドデホバれネタドれネデソヘキェヘドャデポビキユタェヘドャニポビェセプレキバテヘヂミろヤソタ
ドヘハゴドヤニブパドポビバデヘグペェネマジペバテヘュズトギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘドギプズバゼヘタ
ソホル オれヘネプバズマ ャオドポルビキャエホトタヤニブビマチェドスゐ オれヘゼれヘトャビェバヘド オれヘツペデツゐャビェバヘドヤニブバペルキ
ツペデツゐ オれヘパタプキバポビ オれヘユグろギれヘトユタェヘドセペズセれビバポルビバヘド オれヘャグれヘビマチェドスゐセれヘキラ オれヘ
ェドブャチわヘパドポビバペルキソホルユグろダドドギマャビェバヘド オれヘエビキバデタヘオマス  オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブ
ャオドポルビキズポルデ オれヘバデタヘオマスネペソトヘェド オれヘビヘパヘド  オれヘトヘタツヘパタブ オれヘチろヘト
ュオドキェヘド オれヘチろヘトチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタバヰヘパドプダェヘドギプズソヰヘ
ュオドキェヘド フニフ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 ヤニブソホルヤェろョエャツペルデャセペデ 
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3028 ニキネプタ
ソホル 8 デペゼマタヘトタ 2561ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘトギれヘト
チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ 3675 ニキネプタソホル 6
 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ェヘドケプェケろビデヤタネソヘキチサペダプセペェヘドセプレキキダチドブデヘスャツポルビ
ャチリタ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ャニポビェセプレキソろビキゼペルタ   
ャチリタョチヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 164 ニヰヘズプダソホル 59
 (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 100,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ツタプェキヘタャソノダヘニヤニブ
ツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズャソノダヘニ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ(クダプダソホル 3)  ツ
.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 10/86



オれヘツネキデヘニプト グれビズビェョデろ ェドブャグろヘズビェョデろヤニブツネキデヘニヘ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘツネキデヘニプト グれビズビェョデろ ェドブャグろヘズビェョデろ ヤニブツネキ
デヘニヘ  バヰヘパドプダツペゾホェヘドネプタバヰヘオプコセれヘキラ セヘデネヘドブュビェヘバソホルギヰヘャチリタヤニブデホオネヘデ
バヰヘオプコ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェギれヘトオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ0407/ネ1284 ニキネプタソホル10
  ツナノギペェヘトタ 2530 ャドポルビキ ェヘドャダペェギれヘトオれヘズビェョデろャツポルビデビダユパろダマオオニ
セれヘキラ   オれヘツネキデヘニヘヤニブツヘタチドブズプダツマれデズビェョデろバドマチデホタプトバヰヘオプコズプキタホレ
         1.ャダペェギれヘトギヘェャキペタキダチドブデヘスパデネズオれヘセビダヤソタユグろバビトヤニブネプバズマ
         2.オれヘツネキデヘニプト グれビズビェョデろ ェドブャグろヘズビェョデろ バヰヘパドプダデビダユパろヂミろデホ
ャェホトドセペ グヘネセれヘキチドブャソノヤニブオミれバデドバソホルャズペタソヘキャエろヘデヘパドポビビビェギヘェチドブャソノ
ョソトオタニブョデれャェペタ 300 ダヘソ
         3.オれヘツネキデヘニヘ パドポビツヘタチドブズプダツマれデズビェョデろバヰヘパドプダネヘキ ス ビタマャバヘネ
ドホトゐ オドプレキニブョデれャェペタ1,000 ダヘソ
         4.オれヘツネキデヘニヘバヰヘパドプダネヘキノツヂミろデホャェホトドセペ ツネキニブョデれャェペタ 400 ダヘソ
     3.パタプキバポビェドブソドネキェヘドオニプキ ソホル ェオ 0514/36272ニキネプタソホル 11
 バペキパヘオデ 2530 ャドポルビキ ェヘドャダペェギれヘトオれヘズビェョデろャツポルビデビダユパろダマオオニセれヘキラ オれヘ
ツネキデヘニヘ ヤニブツヘタチドブズプダツマれデズビェョデろ
     4.チドブェヘノェドブソドネキェヘドオニプキ ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドグズユグろオれヘバペタョパデソズ
ヤソタェドスホャギろヘパタろヘソホルエビキドプザェドブソヰヘニブャデペズセれビダマオオニテヘトタビェ ニキネプタソホル 3 セマニヘ
オデ ツ.ノ.2554
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ュオドキェヘドャバドペデバドろヘキチろビキェプタヤニブチドヘダチドヘデェヘドソマギドペセユタェヘドチサペダプセペキヘタ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドャバドペデバドろヘキチろビキェプタヤニブチドヘダチドヘデェヘド
ソマギドペセユタェヘドチサペダプセペキヘタユパろヤェれ ヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ヤニブツタプェキヘタギろヘキエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ユパろデホ
オネヘデドミろヤニブデホチドブバペソゾペテヘツユタェヘドチサペダプセペキヘタャツペルデデヘェエボレタ  ュズトギれヘトャチリタオれヘ
セビダヤソタネペソトヘェド オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタ
ソホルギヰヘャチリタ フニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.オヰヘバプルキオスブドプェハヘオネヘデバキダヤパれキグヘセペ ソホル 69/2557 ャドポルビキ デヘセドェヘド
チろビキェプタヤニブヤェろョエチプコパヘェヘドソマギドペセチドブツナセペデペグビダ ニキネプタソホル 18
 デペゼマタヘトタ  2557 
     4.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ135 ニヰヘズプダ
ソホル 11  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 11/86



ュオドキェヘドビダドデオマスゾドドデ ギドペトゾドドデヤェれオスブヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘ ツタプェキヘタ
ャソノダヘニヤニブツタプェキヘタギろヘキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ

ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドビダドデオマスゾドドデ ギドペトゾドドデヤェれオスブヂミろ
ダドペパヘド バデヘグペェバテヘ ツタプェキヘタャソノダヘニ ヤニブツタプェキヘタギろヘキャソノダヘニセヰヘダニ
ュェドェヤェろネ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブ
ャオドポルビキズポルデヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 136 ニヰヘズプダ
ソホル 12  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ュオドキェヘドビダドデヤニブソプノタノホェハヘズミキヘタヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ニミェギろヘキヤニブツタプェキヘタギろヘキャソノダヘニ

ギヰヘタネタ 90,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドギプズビダドデバプデデタヘソプノタノボェハヘズミキヘタ  ユパろ
ヤェれ ヂミろダドペパヘド バデヘグペェバテヘャソノダヘニ ツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキ
チドブギヰヘ  ツタプェキヘタギろヘキ ャグれタ ビダドデェヘドダドペパヘドビキオゐェドセヘデパニプェェヘドダドペパヘド
ギプズェヘドダろヘタャデポビキソホルズホ ェヘドビダドデェヘドダドペパヘドバミれオネヘデャチリタャニペノセヘデパニプェェヘド
ダドペパヘドギプズェヘドテヘオドプザヤタネユパデれ ャチリタセろタャツポルビャツペルデノプェトテヘツヤニブネペバプトソプノタゐユタ
ェヘドダドペパヘドギプズェヘドビキオゐェドェヘドダドペェヘドバヘゾヘドスブャツポルビツプジタヘチドブバペソゾペテヘツ
ェヘドチサペダプセペキヘタュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘドプダドビキ オれヘ
ェドブズヘハ  ャオドポルビキャエホトタ ヤダダツペデツゐ オれヘツペデツゐャビェバヘド オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘ
チろヘト オれヘズビェョデろ ェドブャグろヘズビェョデろ オれヘセェヤセれキバゼヘタソホル オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホル
ツプェ オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘエビキエネプコパドポビエビキソホルドブニボェヤニブ
オれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタフニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557
     4.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     5.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     6.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ. 2561ฏ2565) パタろヘ 135 ニヰヘズプダソホル 8
  (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 12/86



ュオドキェヘドビダドデャバドペデバドろヘキオネヘデドミろャェホルトネェプダチドブグヘゾペチョセトテヘトユタセヰヘダニ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドビダドデャバドペデバドろヘキオネヘデドミろャェホルトネェプダ
チドブグヘゾペチョセトテヘトユタセヰヘダニ ャツポルビユパろデホオネヘデドミろオネヘデャエろヘユギデヘェエボレタ ツドろビデソプレキ
タヰレヘョチチドプダユグろユタグホネペセチドブギヰヘネプタョズろ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘ
ビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 124 ニヰヘズプダソホル 3
 (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 100,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘケれビデヤケデダヰヘドマキドプェハヘソドプツトゐバペタ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろ
セヘデチェセペ ャグれタ ャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキチドプダビヘェヘノ ャオドポルビキゼれヘト
ャビェバヘド ドゼトタセゐ ドゼギプェドトヘタトタセゐ ニヰヘュツキ ャオドポルビキャバホトキ ュセゎブ ャェろヘビホレ フニフ ヤニブ
ビポルタラ ソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダパドポビユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 13/86



オれヘネプバズマ ドネデ 380,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 80,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ  ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェ ゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキ
ツペデツゐ (パタプキバポビツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘドネヘドバヘド フニフ) セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダ
ェヘドダドペェヘドチドブグヘグタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマセれヘキラ ケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタ ャグれタ パニビズ
ョヅヅろヘ チニプロェョヅヅろヘ バヘトョヅヅろヘ バネペソケゐョヅヅろヘ ュオデョヅュヅュセろ
ビペャニリェセドビタ ニヰヘュツキ ョデュオドュヅタ エヘセプレキョデュオドュヅタ フニフ                        
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネセれヘキラ  ケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタドネデ
ソプレキユタェヘドソヰヘオネヘデバブビヘズ ャグれタ ェドブズヘハグヰヘドブ ゼろネト グヘデ ヤェろネタヰレヘ ョデろ
ェネヘズ ヂキケプェヅビェ タヰレヘトヘニろヘキギヘタ タヰレヘトヘニろヘキパろビキタヰレヘ ヂろヘチミュセゎブフニフ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 14/86



ネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキセれヘキラ ユグろェプダトヘタツヘパタブエビキ
ャソノダヘニ ャグれタ パデろビヤダセャセビドホル トヘキタビェ トヘキユタ ェドブギェ ョバろェドビキ バプココヘス
ョヅクマェャクペタ グマズャェホトドゐドゼトタセゐ フニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 120,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマャグポレビャツニペキヤニブ パニれビニポルタセれヘキ ャグれタ ヤェリバパマキセろデ タヰレヘデプタャグポレビ
ャツニペキ タヰレヘデプタズホャケニ タヰレヘデプタェゎヘズ タヰレヘデプタャダタケペタ タヰレヘデプタャセヘ タヰレヘデプタギヘドダホ タヰレヘデプタ
ャオドポルビキ ゼれヘタ ェゎヘグ フニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ  ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ  ャデデュデドホルケペチ  バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 15/86



オれヘバヘゾヘドスミチュテオ ドネデ 417,000 ダヘソ
オれヘョヅヅろヘ ギヰヘタネタ 250,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘョヅヅろヘバヰヘパドプダビヘオヘドバヰヘタプェキヘタャソノダヘニセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ  ドネデソプレキビヘオヘドソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダズミヤニエビキャソノダヘニヤニブバヰヘパドプダ
オれヘョヅヅろヘオろヘキギれヘトヤニブオれヘェドブヤバョヅヅろヘバヘゾヘドスブソホルャェペタバペソゾペワエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.8/ネ
 2217 ニキネプタソホル 19 セマニヘオデ 2560
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1846 ニキネプタソホル 12 ェプタトヘトタ 2560 ャドポルビキ  ヤタネソヘキェヘドヤェろョエチプコパヘオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオオろヘキグヰヘドブ
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.7/ネ
 1529 ニキネプタソホル 3 バペキパヘオデ 2560
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘタヰレヘチドブチヘ オれヘタヰレヘダヘズヘニ ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘタヰレヘチドブチヘバヰヘパドプダビヘオヘドバヰヘタプェキヘタャソノダヘニセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ  ヤニブバヰヘパドプダオれヘタヰレヘチドブチヘオろヘキギれヘト
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド  ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.8/ネ
 2217 ニキネプタソホル 19 セマニヘオデ 2560
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1846 ニキネプタソホル 12 ェプタトヘトタ 2560 ャドポルビキ  ヤタネソヘキェヘドヤェろョエチプコパヘオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオオろヘキグヰヘドブ
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.7/ネ
 1529 ニキネプタソホル 3 バペキパヘオデ 2560
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘダドペェヘドュソドノプツソゐ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘュソドノプツソゐバヰヘタプェキヘタャソノダヘニソプレキテヘトユタソろビキゼペルタヤニブソヘキ
ョェニ  テヘトユタチドブャソノヤニブオれヘユグろ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ズプキェニれヘネ ヤニブオれヘ
ユグろギれヘトソホルャェペズエボレタギヘェェヘドユグろダドペェヘド  ャグれタ オれヘャグれヘャオドポルビキ オれヘャグれヘパデヘトャニエ
ュソドノプツソゐ オれヘダヰヘドマキドプェハヘバヘト フニフ バヰヘパドプダユグろユタェペギェヘドエビキャソノダヘニドネデゼボキ
オれヘユグろギれヘトュソドノプツソゐャオニポルビタソホル ギヰヘタネタ 1 ャオドポルビキ バヰヘパドプダヂミろダドペパヘドソろビキゼペルタユグろユタ
ェヘドセペズセれビドヘグェヘドャオドポルビキニブョデれャェペタ 1,000 ダヘソセれビャズポビタ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド  ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 16/86



オれヘダドペェヘドョチドハスホトゐ ギヰヘタネタ 2,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズバれキョチドハスホトゐ オれヘゾタヘスプセペ オれヘケポレビズネキセドヘ
ョチドハスホトヘェド フニフバヰヘパドプダユグろユタェペギェヘドエビキャソノダヘニ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 130,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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 ャグれタ オれヘュソドテヘツ(ュソド
バヘド) オれヘャソャニェケゐ オれヘネペソトマセペズセヘデセプネ オれヘネペソトマバポルビバヘド オれヘバポルビバヘドヂれヘタズヘネ
ャソホトデ   オれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘドユグろドブダダビペタャソビドゐャタリセドネデゼボキビペタャソビドゐ
ャタリセェヘドゐズヤニブオれヘバポルビバヘドビポルタラ ャグれタ オれヘャオャダペレニソホネホ オれヘャグれヘグれビキバプココヘスズヘネ
ャソホトデ ャチリタセろタ ヤニブユパろパデヘトオネヘデドネデゼボキオれヘユグろギれヘトャツポルビユパろョズろユグろダドペェヘドズプキ
ェニれヘネヤニブオれヘユグろギれヘトソホルャェペズエボレタャェホルトネェプダェヘドユグろダドペェヘド
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ  
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 17/86



キダニキソマタ ドネデ 150,000 ダヘソ
オれヘオドマテプスシゐ ドネデ 150,000 ダヘソ
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

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 ギヰヘタネタ 150,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデソドプツトゐバペタオドマテプスシゐソホルグヰヘドマズャバホトパヘト
ギヰヘャチリタセろビキダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろセヘデ
チェセペ  ャグれタ ドゼトタセゐダドドソマェタヰレヘ フニフ ヤニブビポルタラ ソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダパドポビ
ユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ
    ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キダドヘトギれヘトビポルタ ドネデ 20,000 ダヘソ
ドヘトギれヘトビポルタ ドネデ 20,000 ダヘソ
ドヘトギれヘトビポルタ

オれヘギろヘキソホルチドボェハヘ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタオれヘギろヘキソホルチドボェハヘ ャツポルビノボェハヘネペギプト チドブャデペタヂニパドポビツプジタヘ
ドブダダキヘタセれヘキラ ギろヘキバゼヘダプタパドポビビキオゐェドソホルャチリタェニヘキ ャツポルビャチリタヂミろズヰヘャタペタェヘド
バヰヘドネギオネヘデツボキツビユギエビキヂミろドプダダドペェヘドヤニブバドろヘキェニョェェヘドセドネギバビダェヘド
ダドペパヘドキヘタエビキャソノダヘニ (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 18/86



キダャキペタビマズパタマタ ドネデ 20,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタ ドネデ 20,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタェペギェヘドソホルャチリタバヘゾヘドスチドブュトグタゐ

ビマズパタマタャパニれヘェヘグヘズギプキパネプズダマドホドプデトゐ  セヘデュオドキェヘドギプズパヘドヘトョズろ ャツポルビギプズ
ェペギェドドデバヘゾヘドスェマノニヤニブユパろオネヘデグれネトャパニポビチドブグヘグタセヘデテヘドェペギエビキャパニれヘ
ェヘグヘズギプキパネプズダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタユパろヤェれャパニれヘェヘグヘズギプキパネプズダマドホドプデトゐ  セヘデュオドキェヘドギプズ
パヘドヘトョズろャツポルビギプズェペギェドドデ バヘゾヘドスェマノニヤニブユパろオネヘデグれネトャパニポビチドブグヘグタ
セヘデテヘドェペギエビキャパニれヘェヘグヘズギプキパネプズダマドホドプデトゐ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3616 ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559 ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 126 ニヰヘズプダソホル 8
 (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キヘタネヘキヤヂタバゼペセペヤニブネペグヘェヘド ドネデ 843,240 ダヘソ
キダダマオニヘェド ドネデ 533,640 ダヘソ

ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 533,640 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 288,240 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタ ユパろヤェれ ツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキ
チドブギヰヘチホ セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ. ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキタプェネペャオドヘブパゐタュトダヘトヤニブヤヂタグヰヘタヘコェヘド ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 288,240 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 245,400 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトタプェネペャオドヘブパゐタュトダヘトヤニブヤヂタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 245,400 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 19/86



キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 309,600 ダヘソ
オれヘユグろバビト ドネデ 209,600 ダヘソ
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

オれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドヤニブズミヤニャネリダョケズゐエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 9,600 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドヤニブズミヤニャネリダョケズゐエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ セニビズソプレキチホ 2563 ャグれタ ェヘドャグれヘツポレタソホル ェヘドニキエろビデミニセれヘキラ ユタェペギェヘドエビキ
ャソノダヘニ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
    3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
    4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 133 ニヰヘズプダソホル 2
  (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘドヘトキヘタェペギェヘドャソノダヘニ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘドヘトキヘタェペギェヘドャソノダヘニ ャグれタ オれヘギろヘキ
ツペデツゐフニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 133 ニヰヘズプダソホル 1 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 20/86



オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ  オれヘネプバズマ ビマチェドスゐ オれヘ
ネヘドバヘド パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラフニフ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド  ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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
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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタフニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニヤニブツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズ
ャソノダヘニ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ(クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ(クダプダソホル 3)ツ.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタ ラ ソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニ  ヤニブツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズ
ャソノダヘニ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
    1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ(クダプダソホル 3) ツ
.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 21/86



ュオドキェヘドギプズャネソホチドブグヘオデドブズプダパデミれダろヘタヤニブドブズプダセヰヘダニ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドギプズャネソホチドブグヘオデドブズプダパデミれダろヘタヤニブドブズプダ
セヰヘダニユタェヘドツプジタヘェヘドダドペパヘドキヘタソホルデホチドブバペソゾペテヘツ ャツポルビャツペルデチドブバペソゾペテヘツ
エビキェヘドソヰヘキヘタ ェヘドビビェダドペェヘドチドブグヘグタャオニポルビタソホルセヘデテヘドェペギビヰヘタヘギ
パタろヘソホルエビキャソノダヘニセヰヘダニヤニブェペギェドドデバタプダバタマタェヘドギプズチドブグマデ
チドブグヘオデ ャツポルビタヰヘエろビデミニデヘギプズソヰヘャチリタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタヤニブギプズャネソホ
チドブグヘオデ ャツポルビバれキャバドペデェヘドデホバれネタドれネデエビキチドブグヘグタユタェヘドギプズソヰヘヤヂタ
ツプジタヘソろビキゼペルタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ124 ニヰヘズプダソホル 1
  (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘネプバズマ ドネデ 100,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェ ゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキ
ツペデツゐ (パタプキバポビツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘド フニフ) セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダ
ェヘドダドペェヘドチドブグヘグタフニフ  
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ ャグれタ オれヘツミれェプタ オれヘバホ オれヘェドブズヘハ
ャエホトタュチバャセビドゐ ヅペニゐデゼれヘトドミチ オれヘニろヘキビプズテヘツ オれヘチろヘト フニフ 
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス            
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 22/86



ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニフニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キヘタダドペパヘドキヘタオニプキ ドネデ 2,508,780 ダヘソ
キダダマオニヘェド ドネデ 2,053,080 ダヘソ

ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 2,053,080 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 1,408,620 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキ
チドブギヰヘチホ セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ.ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12  ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキタプェダドペパヘドキヘタェヘドオニプキ ギヰヘタネタ 1ビプセドヘ ギヰヘタネタ 393,600
 ダヘソ
     -タプェネペグヘェヘドオニプキ チサペダプセペェヘド/グヰヘタヘコェヘド ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 355,320 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタギプズャェリダドヘトョズろグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ  
ギヰヘタネタ 239,640 ダヘソ
 -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタツプバズマグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ  
 ギヰヘタネタ 225,840 ダヘソ
 -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタェヘドャキペタヤニブダプコグホグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ  1 ビプセドヘ 
ギヰヘタネタ 194,220 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキオニプキ)

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキタプェダドペパヘドキヘタオニプキ ドブズプダ 6 ビプセドヘ
ャズポビタニブ 3,500 ダヘソ ュズトセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ 
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ.ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 23/86



オれヘギろヘキニミェギろヘキチドブギヰヘ ギヰヘタネタ 275,640 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキエビキニミェギろヘキチドブギヰヘ ツドろビデャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ セヘデダプコグホェヰヘパタズセヰヘヤパタれキソホルェドブソドネキデパヘズョソトェヰヘパタズュズト
オヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキタプェネペグヘェヘドツプバズマ (ニミェギろヘキチドブギヰヘ)  ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 275,640  ダヘソ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキオニプキ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 315,720 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキ
ソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトャギろヘツタプェキヘタェヘドャキペタヤニブダプコグホ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ 
ギヰヘタネタ167,400 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトャギろヘツタプェキヘタギプズャェリダドヘトョズろ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ 
ギヰヘタネタ 148,320 ダヘソ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキオニプキ)

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 ギヰヘタネタ 11,100 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラ エビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ12
 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトャギろヘツタプェキヘタギプズャェリダドヘトョズろ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ  11,100 ダヘソ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 24/86



キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 435,700 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 116,200 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 91,200 ダヘソ

ャキペタチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタバヰヘパドプダツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタャチリタェドスホツペャノハ
ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタャチリタェドスホツペャノハバヰヘパドプダツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ニミェギろヘキ ツタプェキヘタギろヘキエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネャチリタョチセヘデ
ドブャダホトダ ェゴパデヘト ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドェヰヘパタズャキペタチドブュトグタゐセビダ
ヤソタビポルタャチリタェドスホツペャノハビプタデホニプェハスブャチリタャキペタドヘキネプニチドブギヰヘチホヤェれツタプェキヘタ
バれネタソろビキゼペルタユパろャチリタドヘトギれヘトビポルタエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル 0808.2/ネ859 ニキネプタ
ソホル 29 ツナハテヘオデ 2557 ャドポルビキ ェヘドズヰヘャタペタェヘドセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソトネれヘズろネトェヘドェヰヘパタズャキペタチドブュトグタゐセビダヤソタビポルタャチリタェドスホツペャノハビプタ
デホニプェハスブャチリタャキペタドヘキネプニチドブギヰヘチホヤェれツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタユパろャチリタドヘトギれヘト
ビポルタエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デ 0808.2/ネ3072ニキネプタ
ソホル 29 ェプタトヘトタ 2557ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドャダペェギれヘトャキペタチドブュトグタゐセビダヤソタ
ビポルタャチリタェドスホツペャノハビプタデホニプェハスブャチリタャキペタドヘキネプニチドブギヰヘチホ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
(ェビキオニプキ)

オれヘセビダヤソタダマオオニパドポビオスブェドドデェヘドヂミろドプダヂペズグビダェヘドギプズケポレビギプズギろヘキヤニブ
ェヘドダドペパヘドキヘタツプバズマテヘオドプザ ャチリタャキペタ 61,200 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタダマオオニパドポビオスブェドドデェヘドヂミろドプダヂペズグビダェヘドギプズ
ケポレビギプズギろヘキヤニブェヘドダドペパヘドキヘタツプバズマテヘオドプザ  
      ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポルビバプルキェヘド  ズプキタホレ
     1.ツドブドヘグダプココプセペェヘドギプズケポレビギプズギろヘキヤニブェヘドダドペパヘドキヘタツプバズマテヘオドプザツ.ノ
.2560 
     2.パタプキバポビェドブソドネキェヘドオニプキ ズれネタソホルバマズ ソホル ェオ 0402.5/ネ156 ニキネプタ
ソホル 19 ェプタトヘトタ 2560 ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドャダペェオれヘセビダヤソタダマオオニパドポビ
オスブェドドデェヘド 
     3.パタプキバポビェドデ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ1966 ニキネプタソホル 26
 ェプタトヘトタ ツ.ノ.2560 ャドポルビキ ヤギろキパニプェェヘドャダペェオれヘセビダヤソタダマオオニパドポビオスブ
ェドドデェヘド
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 25/86



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 ギヰヘタネタ 25,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリ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エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ヂミろソホルデホバペソゾペ
ャダペェョズろセヘデドブャダホトダパドポビパタプキバポビバプルキェヘドソホルャェホルトネエろビキ  
      ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2541   
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2549
     3.パタプキバポビェドデダプコグホェニヘキ ズれネタソホルバマズ ソホル ェオ. 0422.3/ネ257 ニキネプタソホル 28
 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ1013 ニキネプタソホル 18
 ェマデテヘツプタゾゐ 2559  ャドポルビキ ェヘドャダペェャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘダマセド 
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ4522 ニキネプタソホル 9
 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
(ェビキオニプキ)

オれヘユグろバビト ドネデ 205,500 ダヘソ
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

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネプバズマ ビマチェドスゐ  オれヘ
ネヘドバヘド  パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラフニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 26/86



オれヘゼれヘトャビェバヘド ギヰヘタネタ 500 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘゼれヘトャビェバヘドバヰヘパドプダェヘドョチエビドプダダドペェヘドェプダパタれネトキヘタビポルタラ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド  ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキオニプキ)

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
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 ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタ フニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ツタプェキヘタギろヘキ
エビキェビキオニプキ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ  ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ. 2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559 
(ェビキオニプキ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタ ラ ソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ツタプェキヘタギろヘキエビキェビキ
オニプキ  
      ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ (クダプダソホル 3) ツ
.ノ.2559
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 27/86



ュオドキェヘドチドプダチドマキヤヂタソホルテヘハホヤデれダソヤニブバヰヘドネギエろビデミニテヘオバタヘデユタェヘドギプズソヰヘ
ヤヂタソホルテヘハホヤニブソブャダホトタソドプツトゐバペタ

ギヰヘタネタ 100,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドチドプダチドマキヤヂタソホルヤデれダソヤニブバヰヘドネギエろビデミニ
テヘオバタヘデユタェヘドギプズソヰヘヤヂタソホルテヘハホヤニブソブャダホトタソドプツトゐバペタ ユタェヘドバヰヘドネギ
エろビデミニャェホルトネェプダドヘトニブャビホトズエビキュドキャドポビタソホルズペタ ヤニブバペルキチニミェバドろヘキダタヤチニキ
ソホルズペタタプレタラ ソホルオプズニビェデヘギヘェバヘドブダダソホルズペタ バヰヘドネギエろビデミニェヘドユグろチドブュトグタゐエビキ
ソドプツトゐバペタ ョズろヤェれ ソホルズペタ ュドキャドポビタヤニブバペルキチニミェバドろヘキヤニブバヰヘドネギエろビデミニャェホルトネェプダ
ドヘトニブャビホトズチろヘト ヤニブェヘドチドブェビダェペギェヘドソホルセろビキェヘドソホルギブエビビタマコヘセセヘデ
ェゴパデヘトバヘゾヘドスバマエ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ズプキタホレ
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ165 ニヰヘズプダソホル 60
 (ェビキオニプキ)

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキヤニブケれビデヤケデソドプツトゐバペタ オドマテプスシゐソホルグヰヘドマズャバホトパヘトギヰヘャチリタ
セろビキダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ャツポルビユパろユグろキヘタョズろセヘデチェセペ ャグれタ ャオドポルビキ
オビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキゼれヘトャビェバヘド ドゼギプェドトヘタトタセゐ ュセゎブ ャェろヘビホレ フニフ ヤニブ
ビポルタラ ソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダェビキオニプキ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 28/86



オれヘネプバズマ ドネデ 111,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 60,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキツペデツゐ (パタプキバポビ
ツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘドフニフ) セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダェヘドダドペェヘド
チドブグヘグタフニフ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキオニプキ)

ネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキ ギヰヘタネタ 3,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキセれヘキラ ユグろェプダトヘタツヘパタブエビキ
ャソノダヘニ  ャグれタ パデろビヤダセャセビドホル  トヘキタビェ トヘキユタ ェドブギェ ョバろェドビキ バプココヘス
ョヅクマェャクペタ グマズャェホトドゐドゼトタセゐ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキオニプキ)

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 ギヰヘタネタ 18,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘ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セれヘキ ャグれタ ヤェリバパマキセろデ タヰレヘデプタャグポレビ
ャツニペキ  タヰレヘデプタズホャケニ タヰレヘデプタェゎヘズ タヰレヘデプタャダタケペタ タヰレヘデプタャセヘ タヰレヘデプタギヘドダホ タヰレヘデプタ
ャオドポルビキ ゼれヘタ ェゎヘグ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキオニプキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 29/86



ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ  ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキオニプキ)

オれヘバヘゾヘドスミチュテオ ドネデ 3,000 ダヘソ
オれヘダドペェヘドョチドハスホトゐ ギヰヘタネタ 2,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘト ャチリタオれヘギプズバれキョチドハスホトゐ オれヘゾタヘスプセペ オれヘケポレビズネキセドヘ
ョチドハスホトヘェド フニフ バヰヘパドプダユグろユタェペギェヘドエビキャソノダヘニ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェチドブャテソ
ドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ 
(ェビキオニプキ)

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 ギヰヘタネタ 1,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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 ャグれタ オれヘュソドテヘツ(ュソド
バヘド) オれヘャソャニェケゐ オれヘネペソトマセペズセヘデセプネ オれヘネペソトマバポルビバヘド オれヘバポルビバヘドヂれヘタズヘネ
ャソホトデ オれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘドユグろドブダダビペタャソビドゐャタリセドネデゼボキビペタャソビドゐャタリセェヘドゐズ
ヤニブオれヘバポルビバヘドビポルタラ ャグれタ オれヘャオャダペレニソホネホ オれヘャグれヘグれビキバプココヘスズヘネャソホトデ ャチリタ
セろタ ヤニブユパろパデヘトオネヘデドネデゼボキオれヘユグろギれヘトャツポルビユパろョズろユグろダドペェヘドズプキェニれヘネヤニブオれヘ
ユグろギれヘトソホルャェペズエボレタャェホルトネェプダェヘドユグろダドペェヘド 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
(ェビキオニプキ) 

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 30/86



キダャキペタビマズパタマタ ドネデ 20,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタ ドネデ 20,000 ダヘソ
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

ビマズパタマタビキオゐェヘドダドペパヘドバれネタセヰヘダニソマれキギプキパプタ セヘデュオドキェヘドノミタトゐチサペダプセペェヘドドれネデ
ユタェヘドグれネトャパニポビチドブグヘグタエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタビヰヘャテビュタタ
バマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタユパろヤェれビキオゐェヘドダドペパヘドバれネタセヰヘダニソマれキギプキパプタセヘデ
ュオドキェヘドノミタトゐチサペダプセペェヘドドれネデユタェヘドグれネトャパニポビチドブグヘグタエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ビヰヘャテビュタタバマネドドスギプキパネプズダマドホドプデトゐ
     セヘデドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド  ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3616ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559 
    ダドドギマョネろユタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561-2565)パタろヘ159 ニヰヘズプダ
ソホル 50 (ェビキオニプキ)

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
キヘタダドペパヘドソプルネョチャェホルトネェプダェヘドドプェハヘオネヘデバキダテヘトユタ ドネデ 1,312,500 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 954,900 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 954,900 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 198,660 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキ
チドブギヰヘチホ セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ.ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ 
  -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタチろビキェプタヤニブダドドャソヘバヘゾヘドステプトグヰヘタヘコ
キヘタ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 198,660  ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558
ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘトズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタ
ダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 672,240 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキ
ソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトャギろヘツタプェキヘタゾマドェヘド ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 132,240
 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダドゼトタセゐ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダャオドポルビキギプェドェニエタヘズャダヘ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ  ギヰヘタネタ 3  ビプセドヘ ギヰヘタネタ  324,000 ダヘソ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 31/86



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 ギヰヘタネタ 84,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラ エビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ズプキタホレ 
     -セヰヘヤパタれキヂミろグれネトャギろヘツタプェキヘタゾマドェヘド ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 24,000
ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダドゼトタセゐ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 12,000 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタエプダャオドポルビキギプェドェニエタヘズャダヘ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 12,000 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 3 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 36,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 357,600 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 77,600 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリ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 ャグれタ ユタェドスホヂミろチドブバダバヘゾヘドステプトバヰヘパドプダ
ビチツド. パタれネトェミろグホツェミろテプトフニフ(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘャグれヘダろヘタ ギヰヘタネタ 27,600 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャグれヘ/ャグれヘケポレビダろヘタエビキツタプェキヘタャソノダヘニ セヘデバペソゾペソホルャダペェョズろセヘデ
バペソゾペソホルギブョズろドプダ                 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ ツ.ノ.2548 
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2551
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ5862 ニキネプタソホル 12
 セマニヘオデ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドャェホルトネェプダェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘャグれヘ
ダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 32/86



オれヘユグろバビト ドネデ 280,000 ダヘソ
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

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 ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェオれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタ フニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズ
ャソノダヘニヤニブ ビチツド. 
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニ ツタプェキヘタギろヘキエビキバヰヘタプェチニプズ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ(クダプダソホル 3) ツ
.ノ.2559
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ュオドキェヘドセプレキギマズダドペェヘドチドブグヘグタユタグれネキャソノェヘニ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘズヰヘャタペタェヘドチろビキェプタヤニブニズビマダプセペャパセマソヘキゼタタユタグれネキャソノェヘニ
バヰヘオプコ ャグれタ ャソノェヘニチホユパデれャソノェヘニバキェドヘタセゐ ャチリタセろタ ュズトギれヘトャチリタオれヘ
ビヘパヘド  ビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ ネプバズマビマチェドスゐビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキヤニブオれヘユグろ
ギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ  バヰヘパドプダグマズチサペダプセペェヘドチドブギヰヘギマズセドネギズれヘタセドネギドれネデ
ヤニブビヰヘタネトオネヘデバブズネェヤェれチドブグヘグタソホルバプコギドヂれヘタョチデヘダドペャネスギマズセドネギ
パタろヘャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ  
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
    1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.5/ネ
 1634 ニキネプタソホル 22 ェプタトヘトタ 2557  
    2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル 0810.4/ネ4202
  ニキネプタソホル 25 ゾプタネヘオデ 2561
    3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト 0810.4/ネ1346 ニキネプタソホル 29
 デホタヘオデ 2562
    4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル 0810.4/ネ1464
  ニキネプタソホル 5ャデハヘトタ 2562
    5.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタ
ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ 63 ニヰヘズプダソホル 9
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 33/86



ュオドキェヘドッボェビダドデソダソネタ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 ギヰヘタネタ 120,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドッボェビダドデソダソネタ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 ャグれタ オれヘバゼヘタソホル オれヘグマズッボェ オれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘ
ビヘパヘド ビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘネプバズマビマチェドスゐ ャツポルビャツペルデツミタチドブバペソゾペテヘツ
ユタェヘドチサペダプセペキヘタエビキ ビチツド.フニフ  
     セヘデツドブドヘグダプココプセペ ドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ  ツ.ノ.2557
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 62 ニヰヘズプダソホル 2
   (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘケれビデヤケデダヰヘドマキドプェハヘソドプツトゐバペタ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろ
セヘデチェセペ ャグれタ ャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキチドプダビヘェヘノ ャオドポルビキゼれヘト
ャビェバヘド ドゼトタセゐ ドゼギプェドトヘタトタセゐ ニヰヘュツキ ャオドポルビキャバホトキ ュセゎブ ャェろヘビホレ フニフ ヤニブ
ビポルタラ ソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダパドポビユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

キヘタチろビキェプタテプトッれヘトツニャドポビタヤニブドブキプダビプオオホテプト ドネデ 220,000 ダヘソ
キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 220,000 ダヘソ

オれヘネプバズマ ドネデ 220,000 ダヘソ
ネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマセれヘキラ ケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタ ャグれタ パニビズ
ョヅヅろヘ チニプロェョヅヅろヘ バヘトョヅヅろヘ バネペソケゐョヅヅろヘ ュオデョヅュヅュセろ
ビペャニリェセドビタ ニヰヘュツキ ョデュオドュヅタ エヘセプレキョデュオドュヅタ フニフ                        
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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ネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキ ギヰヘタネタ 80,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマトヘタツヘパタブヤニブエタバれキセれヘキラ ユグろェプダトヘタツヘパタブエビキ
ャソノダヘニ ャグれタ パデろビヤダセャセビドホル トヘキタビェ トヘキユタ ェドブギェ ョバろェドビキ バプココヘス
ョヅクマェャクペタ グマズャェホトドゐドゼトタセゐ フニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマネペソトヘノヘバセドゐ ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャネグテプスシゐトヘ タヰレヘトヘ
セれヘキラ バヰヘニホ  ヂろヘツプタヤヂニ タヰレヘトヘセれヘキラ フニフ   
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマャオドポルビキヤセれキェヘト ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキセれヘキラ ャツポルビ
ギれヘトャチリタオれヘネプバズマャオドポルビキヤセれキェヘトヤニブビマチェドスゐビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキバヰヘパドプダャギろヘ
パタろヘソホルキヘタチろビキェプタヤニブ ダドドャソヘバヘゾヘドステプト ビチツド.ズプキタホレ
     (1)グマズチサペダプセペェヘドクマェャクペタ
     (2)ネプバズマヤニブビマチェドスゐビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキフニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 63 ニヰヘズプダ
ソホル 12 (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)

ネプバズマャオドポルビキズプダャツニペキ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ ャグれタ オれヘネプバズマャオドポルビキズプダャツニペキバヰヘパドプダャチニホルトタゼれヘトゼプキャオデホズプダャツニペキソホルパデズ
ビヘトマェヘドユグろキヘタギプズパヘュヅデバヰヘパドプダズプダャツニペキヤニブネプバズマビポルタソホルギヰヘャチリタバヰヘパドプダキヘタ
チろビキェプタヤニブダドドャソヘバヘゾヘドステプトヤニブェペギェヘドエビキャソノダヘニ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 65 ニヰヘズプダ
ソホル 19 (バヰヘタプェチニプズャソノダヘニ)
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ヤヂタキヘタェヘドノボェハヘ
キヘタダドペパヘドソプルネョチャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ ドネデ 1,098,040 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 905,040 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 905,040 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 743,040 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニツドろビデャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ
セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ.ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ドヘトニブャビホトズズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろビヰヘタネトェヘドェビキェヘドノボェハヘ ドブズプダセろタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 393,600 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキタプェネペグヘェヘドノボェハヘグヰヘタヘコェヘド ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 349,440 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキ
ネプタソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろ
ギれヘトズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキヂミろダドペパヘドセヰヘヤパタれキヂミろビヰヘタネトェヘドェビキェヘド
ノボェハヘ ドブズプダセろタ ビプセドヘャズポビタニブ 3,500 ダヘソ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキ
ソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ドヘトニブャビホトズズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタギろヘキソプルネョチ セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 108,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

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 ギヰヘタネタ 12,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラエビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ
     -セヰヘヤパタれキツタプェキヘタギろヘキソプルネョチ セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 12,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 36/86



キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 193,000 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 10,000 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリ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エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ヤニブヂミろソホルデホ
バペソゾペャダペェョズろセヘデバペソゾペャダペェョズろ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2541   
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2549  
     3.パタプキバポビェドデダプコグホェニヘキ ズれネタソホルバマズ ソホル ェオ. 0422.3/ネ257 ニキネプタソホル 28
 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ1013 ニキネプタソホル 18
 ェマデテヘツプタゾゐ 2559 ャドポルビキ ェヘドャダペェャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘダマセド 
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ4522 ニキネプタソホル 9
 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘユグろバビト ドネデ 113,000 ダヘソ
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

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 3,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネプバズマビマチェドスゐ  オれヘ
ネヘドバヘド  パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 37/86



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
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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキオれヘツヘパタブオれヘャグれヘソホルツプェオれヘゾドドデャタホトデユタェヘド
ユグろバタヘデダペタフニフエビキツタプェキヘタャソノダヘニニミェギろヘキチドブギヰヘツタプェキヘタギろヘキエビキェビキ
ェヘドノボェハヘフセヘデドブャダホトダフェヰヘパタズ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキヂミろダドペパヘドツタプェキヘタャソノダヘニニミェギろヘキチドブギヰヘツタプェキヘタギろヘキエビキ
ェビキェヘドノボェハヘフ  
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ(クダプダソホル 3) ツ
.ノ.2559
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘケれビデヤケデダヰヘドマキドプェハヘソドプツトゐバペタ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろ
セヘデチェセペ ャグれタ ャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキチドプダビヘェヘノ ャオドポルビキゼれヘト
ャビェバヘド ドゼトタセゐ ドゼギプェドトヘタトタセゐ ニヰヘュツキ ャオドポルビキャバホトキ ュセゎブ ャェろヘビホレ フニフヤニブ
ビポルタラソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダパドポビユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 38/86



オれヘネプバズマ ドネデ 70,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキツペデツゐ (パタプキバポビ
ツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘド フニフ)セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダェヘドダドペェヘド
チドブグヘグタ フニフ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキェヘドノボェハヘ)

キヘタドブズプダェれビタネプトャドホトタヤニブチドブゼデノボェハヘ ドネデ 3,335,270 ダヘソ
キダダマオニヘェド ドネデ 999,000 ダヘソ

ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 999,000 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 506,760 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニツドろビデャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ
セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ. ェヰヘパタズュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ドヘトニブャビホトズズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキ オドミ ギヰヘタネタ 2 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 506,760 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)
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オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 463,920 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキギヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキ
ソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ
     -ツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギ セヰヘヤパタれキヂミろズミヤニャズリェ ギヰヘタネタ 3
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 463,920 ダヘソ
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

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 ギヰヘタネタ 28,320 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラエビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ
     -ツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギ セヰヘヤパタれキヂミろズミヤニャズリェ ギヰヘタネタ 2
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 28,320 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 1,256,270 ダヘソ
オれヘユグろバビト ドネデ 567,420 ダヘソ
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

オれヘギろヘキャパデヘダドペェヘド ギヰヘタネタ 100,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキャパデヘダドペェヘドユタェヘドズヰヘャタペタェヘドチドプダチドマキャツペルデェヰヘニプキドブダダ
ョヅヅろヘビヘオヘドノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ ャツポルビドビキドプダドブダダョヅヅろヘ 3 ャヅバ
 ャグれタ ャチニホルトタセミろオネダオマデョヅヅろヘ ャダドェャェビドゐャデタ バヘトョヅ チニプロェョヅフニフ ヤニブ
ビマチェドスゐョヅヅろヘビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
    1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘド
チサペダプセペドヘグェヘドエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
    2.ドブャダホトダェドブソドネキェヘドオニプキネれヘズろネトェヘドャダペェギれヘトユタェヘドダドペパヘドキヘタエビキ
バれネタドヘグェヘド ツ.ノ.2553
    3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキェヘドノボェハヘ)

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
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ュオドキェヘド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 ギヰヘタネタ 457,420 ダヘソ
ュオドキェヘドビヘパヘドェニヘキネプタエビキャズリェタプェャドホトタノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダュェドェ
ヤェろネ ギヰヘタネタ 264,600 ダヘソ              
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘビヘパヘドェニヘキネプタエビキャズリェタプェャドホトタノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ
セヰヘダニュェドェヤェろネ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ3274ニキネプタ
ソホル 19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.2/ネ1918ニキネプタ
ソホル 16 デペゼマタヘトタ 2552 ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551
     4.パタプキバポビェドブソドキキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.3/ネ1658ニキネプタ
ソホル 22 デホタヘオデ 2559 ャドポルビキヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551(クダプダソホル 2)
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 111 ニヰヘズプダ
ソホル 8 (ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドギプズェペギェドドデチドブャツスホヤニブネプタバヰヘオプコセれヘキラエビキグヘセペ ャグれタ ネプタ
バキェドヘタセゐ ネプタオドミ ネプタツれビヤパれキグヘセペ ネプタヤデれヤパれキグヘセペ フニフ エビキノミタトゐツプジタヘャズリェ
ャニリェセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
     ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェペギェドドデ チドブャツスホ ネプタバヰヘオプコセれヘキラエビキ
グヘセペ ソホルャズリェタプェャドホトタセろビキャドホトタドミろ ヤニブャエろヘユギユタダドペダソエビキチドブャソノソホルセタャビキ
ビヘノプトビトミれ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ダドドギマユタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 110 ニヰヘズプダソホル  5
 (ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドチドブグマデヂミろチェオドビキチドブギヰヘチホ 2563 ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
     ャツポルビズヰヘャタペタェヘドギプズチドブグマデヂミろチェオドビキャズリェタプェャドホトタノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ
セヰヘダニュェドェヤェろネ ヤニブヂミろデホバれネタョズろャバホトエビキノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ ャツポルビソホルノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェョズろグホレヤギキヤタネソヘキェヘドズヰヘャタペタキヘタエビキノミタトゐ
ツプジタヘャズリェャニリェヤニブェヘドギプズェペギェドドデセれヘキラエビキノミタトゐフ ュズトギブズヰヘャタペタェヘドギプズ
チドブグマデチホニブ 2 オドプレキ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ドブャダホトダ ズプキタホレ  
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 110  ニヰヘズプダ
ソホル 6  (ェビキェヘドノボェハヘ)
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ュオドキェヘドギプズパヘバポルビビマチェドスゐェヘドャドホトタェヘドバビタエビキノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダニ
ュェドェヤェろネ (オれヘドヘトパプネ) ギヰヘタネタ 91,800 ダヘソ
     ャツポルビズヰヘャタペタェヘドギプズパヘバポルビビマチェドスゐェヘドャドホトタェヘドバビタエビキノミタトゐツプジタヘャズリェ
ャニリェ (オれヘドヘトパプネ) ャグれタ バポルビェヘドャドホトタェヘドバビタズろヘタドれヘキェヘト バポルビェヘドャドホトタェヘド
バビタズろヘタビヘドデスゐ バポルビェヘドャドホトタェヘドバビタズろヘタバプキオデ バポルビェヘドャドホトタェヘドバビタ
ズろヘタバセペチプココヘ ネプバズマェヘドノボェハヘ ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキャニれタツプジタヘェヘド
ャズリェフニフ  
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ 3274ニキネプタ
ソホル19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘトギれヘト
ドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.2/ネ1918ニキネプタ
ソホル 16 デペゼマタヘトタ 2552 ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551
     4.パタプキバポビェドブソドキキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.3/ネ1658ニキネプタ
ソホル 22 デホタヘオデ 2559 ャドポルビキヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551(クダプダソホル 2)
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 111 ニヰヘズプダ
ソホル 11(ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドバタプダバタマタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘバヰヘパドプダノミタトゐツプジタヘャズリェ
ャニリェ (ノツズ)ギヰヘタネタ 61,020 ダヘソ
     ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズパヘパタプキバポビャドホトタ ビマチェドスゐェヘドャドホトタ ャオドポルビキ
ヤダダタプェャドホトタ ヤニブェペギェドドデツプジタヘヂミろャドホトタ  ャズリェタプェャドホトタノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェ
セヰヘダニュェドェヤェろネ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ3274ニキネプタ
ソホル 19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.2/ネ1918ニキネプタ
ソホル 16 デペゼマタヘトタ 2552 ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551
     4.パタプキバポビェドブソドキキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.3/ネ1658ニキネプタ
ソホル 22 デホタヘオデ 2559 ャドポルビキヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト
ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズバドドャチリタオれヘユグろ
ギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ ツ.ノ.2551(クダプダソホル 2)
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ112 ニヰヘズプダ
ソホル16 
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 42/86



オれヘユグろギれヘトバヰヘパドプダツプジタヘヂミろチドブェビダネペグヘエホツソホルバプキェプズノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェエビキ
ャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろレネ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトバヰヘパドプダツプジタヘヂミろチドブェビダネペグヘグホツオドミソホルバプキェプズノミタトゐ
ツプジタヘャズリェャニリェエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 2 ドヘト
(ェビキェヘドノボェハヘ) 

ュオドキェヘドビダドデユパろオネヘデドミろャドポルビキツプジタヘェヘドャズリェャニリェヤェれヂミろチェオドビキャズリェ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズビダドデユパろオネヘデドミろャドポルビキツプジタヘェヘドャズリェャニリェヤェれヂミろ
チェオドビキャズリェ ュズトデホオれヘユグろギれヘトズプキタホレ オれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘ
ビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラソホルギヰヘャチリタフニフ
           ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 171 ニヰヘズプダ
ソホル 12(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘネプバズマ ドネデ 660,850 ダヘソ
ネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマキヘタダろヘタキヘタオドプネセれヘキラ ケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタドネデ
ソプレキユタェヘドソヰヘオネヘデバブビヘズ ャグれタ ェドブズヘハグヰヘドブ ゼろネト グヘデ ヤェろネタヰレヘ ョデろ
ェネヘズ ヂキケプェヅビェ タヰレヘトヘニろヘキギヘタ タヰレヘトヘニろヘキパろビキタヰレヘ ヂろヘチミュセゎブ フニフ 
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス            
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘビヘパヘドャバドペデ (タデ) ギヰヘタネタ 620,850 ダヘソ

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 43/86



オれヘビヘパヘドャバドペデ (タデ) エビキノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ ギヰヘタネタ 103,475 ダヘソ                         
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘビヘパヘドャバドペデ (タデ) バヰヘパドプダャズリェタプェャドホトタノミタトゐツプジタヘャズリェ
ャニリェセヰヘダニュェドェヤェろネ                          
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ 3274 ニキ
ネプタソホル 19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ111ニヰヘズプダソホル 9
 (ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘビヘパヘドャバドペデ (タデ) ャズリェタプェャドホトタビタマダヘニヤニブチ.1-チ.6エビキュドキャドホトタバプキェプズ
バヰヘタプェキヘタオスブェドドデェヘドェヘドノボェハヘエプレタツポレタザヘタ(バツザ.)ユタャエセャソノダヘニセヰヘダニ
ュェドェヤェろネ  ギヰヘタネタ 517,375 ダヘソ
     ャツポルビギれヘトャチリタオれヘビヘパヘドャバドペデ (タデ) バヰヘパドプダャズリェタプェャドホトタビタマダヘニヤニブチ.1
-チ.6 エビキュドキャドホトタバプキェプズバヰヘタプェキヘタオスブェドドデェヘドェヘドノボェハヘエプレタツポレタ
ザヘタ(バツザ.)ユタャエセャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 2 ュドキャドホトタセヘデパタプキバポビ
ェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0893.3/ネ 800  ニキネプタソホル  21
 ャデハヘトタ 2559  ฑソプレキタホレギブャダペェギれヘトセれビャデポルビョズろドプダェヘドギプズバドドギヘェェドデバれキャバドペデ
ェヘドチェオドビキソろビキゼペルタฒ ドヘトニブャビホトズズプキタホレ
     1)ュドキャドホトタダろヘタュェドェヤェろネ ギヰヘタネタャキペタ 237,609  ダヘソ
     2)ュドキャドホトタネドヘネプジタヘ  ギヰヘタネタャキペタ 279,766 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ 3274 ニキ
ネプタソホル 19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ111ニヰヘズプダ
ソホル 10 (ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 44/86



オれヘバヘゾヘドスミチュテオ ドネデ 28,000 ダヘソ
オれヘョヅヅろヘ ギヰヘタネタ 25,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘェドブヤバョヅヅろヘバヰヘパドプダノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ フニフ ヤニブバヰヘパドプダオれヘョヅヅろヘオろヘキギれヘトヤニブオれヘェドブヤバョヅヅろヘバヘゾヘドスブソホルャェペタ
バペソゾペワエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ  
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.8/ネ
 2217 ニキネプタソホル 19 セマニヘオデ 2560
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1846 ニキネプタソホル 12 ェプタトヘトタ 2560 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドヤェろョエチプコパヘオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオオろヘキグヰヘドブ
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.7/ネ
 1529 ニキネプタソホル 3 バペキパヘオデ 2560
(ェビキェヘドノボェハヘ)

オれヘタヰレヘチドブチヘ オれヘタヰレヘダヘズヘニ ギヰヘタネタ 3,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘタヰレヘチドブチヘバヰヘパドプダノミタトゐツプジタヘャズリェャニリェセヰヘダニュェドェヤェろネフニフ
 ヤニブバヰヘパドプダオれヘタヰレヘチドブチヘオろヘキギれヘト
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.8/ネ 2217 ニキネプタソホル 19 セマニヘオデ 2560  
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.2/ネ 1846 ニキネプタソホル 12 ェプタトヘトタ 2560  
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.8/ネ 1529 ニキネプタソホル 3 バペキパヘオデ 2560  
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 45/86



キダャキペタビマズパタマタ ドネデ 1,080,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタ ドネデ 1,080,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタバれネタドヘグェヘド

ビマズパタマタュドキャドホトタバプキェプズバヰヘタプェキヘタオスブェドドデェヘドェヘドノボェハヘエプレタツポレタザヘタ(バツザ.) 
ユタャエセ
ャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ

ギヰヘタネタ 1,080,000 ダヘソ

ュオドキェヘドビヘパヘドェニヘキネプタャズリェタプェャドホトタ  ギヰヘタネタ 1,080,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタュオドキェヘドビヘパヘドェニヘキネプタユパろヤェれャズリェタプェャドホトタビタマダヘニ
ヤニブ チ.1-チ.6  エビキュドキャドホトタバプキェプズバヰヘタプェキヘタオスブェドドデェヘドェヘドノボェハヘエプレタ
ツポレタザヘタ(バツザ.) ユタャエセャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 2 ュドキャドホトタ ュズトユグろ
エろビデミニセヘデパタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0893.3/ネ 800
 ニキネプタソホル 21 ャデハヘトタ 2559ฑソプレキタホレギブャダペェギれヘトセれビャデポルビョズろドプダェヘドギプズバドド
ギヘェェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタฒドヘトニブャビホトズズプキタホレ
     1.ュドキャドホトタダろヘタュェドェヤェろネ  ギヰヘタネタャキペタ 496,000 ダヘソ
     2.ュドキャドホトタネドヘネプジタヘ  ギヰヘタネタャキペタ 584,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3616   ニキ
ネプタソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559 
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3028   ニキ
ネプタソホル 6 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0816.2/ネ 3274   ニキ
ネプタソホル 19 デペゼマタヘトタ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトドビキドプダャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタェヘドノボェハヘエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキ
ゼペルタ  チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.2/ネ 1918   ニキ
ネプトソホル 16 デペゼマタヘトタ 2552 ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2551
     6.パタプキバポビェドブソドキキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0893.3/ネ 1658   ニキ
ネプタソホル 22 デホタヘオデ 2559 ャドポルビキヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドタヰヘドヘトョズろエビキバゼヘタノボェハヘョチギプズ
バドドャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズェヘドノボェハヘユタバゼヘタノボェハヘバプキェプズビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2551 (クダプダソホル 2)
ダドドギマユタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 113 ニヰヘズプダソホル 19
  (ェビキェヘドノボェハヘ)
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ヤヂタキヘタバヘゾヘドスバマエ
キヘタダドペパヘドソプルネョチャェホルトネェプダバヘゾヘドスバマエ ドネデ 1,610,200 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 1,234,200 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 1,234,200 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 952,200 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキ
チドブギヰヘチホ セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ.ェヰヘパタズ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキヂミろビヰヘタネトェヘドェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 393,600 ダヘソ 
     -セヰヘヤパタれキタプェネペグヘェヘドバヘゾヘドスバマエチサペダプセペェヘド/グヰヘタヘコェヘド ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 355,320 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタゾマドェヘドグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 203,280 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキ
ネプタソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろ
ギれヘトズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキタプェダドペパヘドキヘタバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズ
ニろビデ ドブズプダセろタ ビプセドヘャズポビタニブ 3,500 ダヘソ ュズトセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 216,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネ ユパろヤェれ ツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギ ツタプェキヘタギろヘキ
ソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 2 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 216,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ.ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

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 ギヰヘタネタ 24,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネヤニブャキペタャツペルデセれヘキラエビキツタプェキヘタ
ギろヘキセヘデテヘドェペギヤニブツタプェキヘタギろヘキソプルネョチ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ  ギヰヘタネタ 2 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 24,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)
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キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 376,000 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 66,000 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタ オれヘギろヘキツペャノハ オれヘニれネキャネニヘ バヰヘパドプダ
ヤツソトゐ ツトヘダヘニ チノマバプセネゐ ャギろヘパタろヘソホルビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキセヘデュオドキェヘドツプジタヘ
ノプェトテヘツズろヘタバヘゾヘドスバマエ フニフ(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

オれヘャグれヘダろヘタ ギヰヘタネタ 36,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャグれヘ/ャグれヘケポレビダろヘタ エビキツタプェキヘタャソノダヘニ セヘデバペソゾペソホルャダペェョズろ
セヘデドブャダホトダフ ェヰヘパタズ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ  ツ.ノ. 2548 
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2551
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ  (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ 5862 ニキネプタソホル 12
 セマニヘオデ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドャェホルトネェプダェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘャグれヘ
ダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)           

オれヘユグろバビト ドネデ 160,000 ダヘソ
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

オれヘギろヘキャパデヘダドペェヘド ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギろヘキャパデヘダドペェヘド ャグれタ ギろヘキャパデヘユタェヘドェヰヘギプズバペルキ
チサペェミニ ギろヘキャパデヘヤドキキヘタユタェヘドツれタバヘドャオデホ ヤニブツれタトヘガれヘャグポレビセれヘキラユタ
グマデグタ フニフ ャチリタセろタ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 48/86



オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘ
ネヘドバヘド  パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラフニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ ฏ ドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

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
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 ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタ フニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニヤニブツタプェキヘタギろヘキエビキェビキ
バヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ 
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ) 

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルャェホルトネェプダェヘドャエろヘドプダェヘドッボェ
ビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニ ツタプェキヘタギろヘキエビキェビキバヘゾヘドスバマエヤニブ
バペルキヤネズニろビデ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト  ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ (クダプダソホル 3)  ツ
.ノ.2559
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドゼタタバネトズろネトユギテプェズペワャクニペデツドブャェホトドセペヤデれエビキヤヂれタズペタ ヤデれソプレキチドブャソノ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドゼタタバネトズろネトユギテプェズペワャクニペデツドブャェホトドセペヤデれ
エビキヤヂれタズペタ ヤデれソプレキチドブャソノ ュズトギれヘトャチリタオれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘチろヘト オれヘ
ツヘパタブ オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデフニフ
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ129 ニヰヘズプダソホル 1
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 49/86



ュオドキェヘドドスドキオゐチろビキェプタヤニブヤェろョエチプコパヘトヘャバツセペズ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトセヘデュオドキェヘドドスドキオゐチろビキェプタヤニブヤェろョエチプコパヘトヘャバツ
セペズ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘユグろギれヘトツペゾホャチペズ オれヘ
ビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘギろヘキャパデヘセれヘキラ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘ
ャチリタフニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 97 ニヰヘズプダ
ソホル 14   (ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデソドプツトゐバペタャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろ
セヘデチェセペ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 50/86



オれヘネプバズマ ドネデ 150,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ    ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキツペデツゐ (パタプキバポビ
ツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘド フニフ) セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダェヘドダドペェヘド
チドブグヘグタ フニフ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマャグポレビャツニペキヤニブ パニれビニポルタセれヘキ ャグれタ ヤェリバパマキセろデ タヰレヘデプタャグポレビ
ャツニペキ  タヰレヘデプタズホャケニ タヰレヘデプタェゎヘズ タヰレヘデプタャダタケペタ タヰレヘデプタャセヘ タヰレヘデプタギヘドダホ タヰレヘデプタ
ャオドポルビキ ゼれヘタ ェゎヘグ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

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 ギヰヘタネタ 60,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマネペソトヘノヘバセドゐ ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャネグテプスシゐトヘ タヰレヘトヘ
セれヘキラ バヰヘニホ  ヂろヘツプタヤヂニ タヰレヘトヘセれヘキラ フニフ   
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 51/86



ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ  ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

キヘタダドペェヘドバヘゾヘドスバマエヤニブキヘタバヘゾヘドスバマエビポルタ ドネデ 573,000 ダヘソ
キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 573,000 ダヘソ

オれヘセビダヤソタ ドネデ 144,000 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 144,000 ダヘソ

オれヘセビダヤソタビヘバヘバデプオドダドペダヘニソろビキゼペルタ      ャチリタャキペタ 144,000 ダヘソ
     ャツポルビャチリタオれヘチれネトェヘドグズャグト ェヘドキヘタパドポビャネニヘソホルャバホトョチ ャツポルビバタプダバタマタ
ェヘドチサペダプセペパタろヘソホルユタェヘドズミヤニヂミろバミキビヘトマソホルデホテヘネブツボルキツペキ ョズろヤェれ ビヘバヘバデプオド
ダドペダヘニソろビキゼペルタソホルデホテミデペニヰヘャタヘビトミれユ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パドポビソホルユェニろ
ャオホトキソホルョズろドプダオヰヘバプルキグれネトバタプダバタマタェヘドチサペダプセペパタろヘソホルユタェヘドズミヤニヂミろバミキビヘトマソホルデホ
テヘネブツボルキツペキギヘェヂミろダドペパヘドソろビキゼペルタ ギヰヘタネタ 2 オタ ャチリタャキペタ 144,000 ダヘソ
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
    1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトビヘバヘバデプオドダドペダヘニソろビキゼペルタエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2561
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

オれヘユグろバビト ドネデ 429,000 ダヘソ
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

オれヘユグろギれヘトユタェヘドバヰヘドネギエろビデミニギヰヘタネタバプセネゐヤニブエボレタソブャダホトタバプセネゐ ギヰヘタネタ 9,000 ダヘソ
ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドバヰヘドネギエろビデミニギヰヘタネタバプセネゐ ギヰヘタネタ 1,500 セプネラ
ニブ 6 ダヘソ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
ダドドギマユタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 23                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 52/86



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
ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 1 ダろヘタュタタバマネドドス ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 1 ダろヘタュタタバマネドドス チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデ
ツミタソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
    1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 10 ダろヘタパタビキツニネキ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 10 ダろヘタパタビキツニネキ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデ
ツミタソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘドズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル  5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 53/86



ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 11 ダろヘタパタビキョエれャソれヘ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 11 ダろヘタパタビキョエれャソれヘ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデ
ツミタソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 12 ダろヘタュオェャギドペコ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 12 ダろヘタュオェャギドペコ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘドズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 54/86



ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 3 ダろヘタパタビキセヘチミれ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 3 ダろヘタパタビキセヘチミれ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 4 ダろヘタュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 4 ダろヘタュェドェヤェろネ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 55/86



ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 5 ダろヘタケプダダビタ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 5 ダろヘタケプダダビタ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 6 ダろヘタュオェバヘデプオオホ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 6 ダろヘタュオェバヘデプオオホ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデ
ツミタソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 56/86



ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 7 ダろヘタュオェドプェ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル  7 ダろヘタュオェドプェ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100ニヰヘズプダ
ソホル  24                                           
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 8 ダろヘタタヘセヘェニデ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 8 ダろヘタタヘセヘェニデ チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ  3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                            
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 57/86



ュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれソホル 9 ダろヘタュェドェパネヘト ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドセヘデツドブドヘグズヰヘドペズろヘタバヘゾヘドスバマエ パデミれ
ソホル 9 ダろヘタュェドェパネヘト チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 ャツポルビャチリタェヘドャツペルデツミタ
ソプェハブ オネヘデバヘデヘドゼ ソプェハブエビキチドブグヘグタ オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデ ェヘド
チドブグマデ ェヘドバプデデタヘ ェヘドドスドキオゐ ェヘドャヂトヤツドれチドブグヘバプデツプタゾゐ パドポビェペギェドドデ
ビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダテヘドェペギエビキヤセれニブュオドキェヘド ギヰヘタネタ 3 ュオドキェヘド ズプキタホレ
     1.ュオドキェヘドバポダバヘタツドブドヘグチスペゾヘタバデャズリギトれヘ セろヘタテプトデブャドリキャセろヘタデ
     2.ュオドキェヘドオネダオマデパタビタツトヘゾペ エビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     3.ュオドキェヘドオネダオマデュドオエヘズバヘドョビュビズホタエビキバデャズリギツドブャソツドプセタドヘグ
バマズヘフ バトヘデダドデドヘグェマデヘドホ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ
 2072 ニキネプタソホル 5 ェドェゴヘオデ 2561 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562 ャキペタビマズパタマタソプルネョチズろヘタ
バヘゾヘドスバマエエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ 3886 ニキ
ネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホ ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ100 ニヰヘズプダ
ソホル 24                                           
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ュオドキェヘドチろビキェプタョエろャニポビズビビェ ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドチろビキェプタョエろャニポビズビビェ ュズトデホオれヘユグろギれヘト ズプキ
タホレ ギプズケポレビソドヘトャオデホェヰヘギプズニミェタヰレヘ オれヘネプバズマビマチェドスゐツれタトヘャオデホ オれヘチろヘトチドブグヘ
バプデツプタゾゐ オれヘネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ ネプバズマズヰヘャタペタェペギェドドデドスドキオゐ
セれヘキラ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラソホルャェホルトネエろビキ フニフ  
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 95 ニヰヘズプダソホル 5
     (ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ヤヂタキヘタャオパブヤニブグマデグタ
キヘタダドペパヘドソプルネョチャェホルトネェプダャオパブヤニブグマデグタ ドネデ 2,220,520 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 1,499,520 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 1,499,520 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 872,040 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ
セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ. ェヰヘパタズ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ ズプキタホレ 
     -セヰヘヤパタれキヂミろビヰヘタネトェヘドェビキグれヘキ ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 393,600ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキタヘトグれヘキュトゾヘグヰヘタヘコキヘタ  ギヰヘタネタ 1 ビプセドヘ 
ギヰヘタネタ  275,160 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキャギろヘツタプェキヘタゾマドェヘドグヰヘタヘコキヘタ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ギヰヘタネタ  203,280 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ) 

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 58/86



ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキヂミろダドペパヘド セヰヘヤパタれキタプェダドペパヘドキヘタ
グれヘキ ドブズプダセろタ ビプセドヘャズポビタニブ 3,500 ダヘソ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12
 ャズポビタ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ)

オれヘギろヘキニミェギろヘキチドブギヰヘ ギヰヘタネタ 225,480 ダヘソ
 ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキニミェギろヘキチドブギヰヘ ツドろビデソプレキャキペタチドプダチドマキチドブギヰヘチホ ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ セヘデダプコグホェヰヘパタズセヰヘヤパタれキソホル
ェドブソドネキデパヘズョソトェヰヘパタズ ズプキタホレ
     - セヰヘヤパタれキタヘトグれヘキュトゾヘ (ニミェギろヘキチドブギヰヘ) ギヰヘタネタ 1
 ビプセドヘ  ギヰヘタネタ 225,480 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキ
ネプタソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろ
ギれヘトズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ)

オれヘセビダヤソタツタプェキヘタギろヘキ ギヰヘタネタ 324,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギろヘキグプルネオドヘネユパろヤェれツタプェキヘタギろヘキセヘデテヘドェペギ ヤニブツタプェキヘタ
ギろヘキソプルネョチュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろ ョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ 
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 3 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 324,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ)

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 ギヰヘタネタ 36,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャツペルデオれヘオドビキグホツグプルネオドヘネ ヤニブ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 ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ ズプキタホレ 
     -セヰヘヤパタれキオタキヘタ ギヰヘタネタ 3 ビプセドヘ ギヰヘタネタ 36,000 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキ
ネプタソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 59/86



キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 630,000 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 50,000 ダヘソ
オれヘャグれヘダろヘタ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャグれヘダろヘタ/ャグれヘケポレビダろヘタエビキツタプェキヘタャソノダヘニ  セヘデバペソゾペソホルギブョズろ
ドプダ 
    ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ ツ.ノ.2548 
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2551
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ 5862 ニキネプタソホル 12
 セマニヘオデ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドャェホルトネェプダェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘャグれヘ
ダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキグれヘキ)   

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 ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリ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エビキヂミろダドペパヘド ツタプェキヘタ
ャソノダヘニ ヤニブヂミろソホルデホバペソゾペャダペェョズろ セヘデバペソゾペャダペェョズろ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2541   
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2549  
     3.パタプキバポビェドデダプコグホェニヘキ ズれネタソホルバマズ ソホル ェオ. 0422.3/ネ 257 ニキネプタソホル 28
 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ 1013  ニキネプタソホル 18
 ェマデテヘツプタゾゐ 2559 ャドポルビキ ェヘドャダペェャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘダマセド 
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ 4522 ニキネプタソホル 9
 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ  
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 60/86



オれヘユグろバビト ドネデ 105,000 ダヘソ
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

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ  オれヘネプバズマ ビマチェドスゐ オれヘ
ネヘドバヘド パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラフニフ ェドスホギろヘキャパデヘダドペェヘドユパろゼポビチサペダプセペ
セヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3523ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキグれヘキ)

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
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 ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ  オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタ フニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ツタプェキヘタギろヘキ
ェビキグれヘキ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
(ェビキグれヘキ)

オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビユグろギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキェプダェヘドャエろヘドプダ
ェヘドッボェビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ツタプェキヘタギろヘキャチリタ
ョチセヘデドブャダホトダズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ(クダプダソホル 3) ツ
.ノ.2559
(ェビキグれヘキ) 

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 61/86



オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘケれビデヤケデダヰヘドマキドプェハヘソドプツトゐバペタ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろ
セヘデチェセペ ャグれタ ャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキチドプダビヘェヘノ ャオドポルビキゼれヘト
ャビェバヘド ドゼトタセゐ ドゼギプェドトヘタトタセゐ ニヰヘュツキ ャオドポルビキャバホトキ ュセゎブ ャェろヘビホレ フニフ ヤニブ
ビポルタラ ソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダパドポビユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ            
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキグれヘキ)

オれヘネプバズマ ドネデ 475,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキツペデツゐ (パタプキバポビ
ツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘド フニフ)セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダェヘドダドペェヘド
チドブグヘグタフニフ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:10 パタろヘ : 62/86



ネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマ ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマョヅヅろヘヤニブネペソトマセれヘキラ ケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタ ャグれタ パニビズ
ョヅヅろヘ チニプロェョヅヅろヘ バヘトョヅヅろヘ バネペソケゐョヅヅろヘ ュオデョヅュヅュセろ
ビペャニリェセドビタ ニヰヘュツキ ョデュオドュヅタ エヘセプレキョデュオドュヅタ フニフ                        
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキグれヘキ)  

ネプバズマェれビバドろヘキ ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソオれヘネプバズマビマチェドスゐソホルユグろユタェヘドェれビバドろヘキケボルキユグろユタェヘドチサペダプセペキヘタソホル
ャェホルトネエろビキ ャグれタ ョデろセれヘキラ オろビタ オホデ タヰレヘデプタソヘョデろ ソペタャタビドゐ バホ ヤチドキソヘバホ チミタ
ケホャデタセゐ ビペザ ェドブャダポレビキ バプキェブバホ ソドヘト ダニリビェ チミタケホャデタセゐ ヤヂれタャパニリェ ャバヘ
ャパニリェ ャパニリェェニれビキ ソペタャタビドゐ セブチミ ケブヤニキ ギビダ ャバホトデ エネヘタ ソれビ
ビマチェドスゐ チドブチヘ ャパニリェャバろタフニフ バヰヘパドプダユグろユタェヘドケれビデヤケデビヘオヘドバヰヘタプェ
キヘタ バペルキェれビバドろヘキビポルタラソホルビトミれユタオネヘデドプダヂペズグビダエビキャソノダヘニヤニブユグろユタェペギェヘド
エビキャソノダヘニ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス 
(ェビキグれヘキ)

ネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ ギヰヘタネタ 15,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマュガハスヘヤニブャヂトヤツドれ ャグれタ オれヘツミれェプタ  オれヘバホ オれヘェドブズヘハ
ャエホトタュチバャセビドゐ  ヅペニゐデゼれヘトドミチ オれヘニろヘキビプズテヘツ オれヘチろヘト フニフ 
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 63/86



ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ  ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ  ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキグれヘキ)

キダニキソマタ ドネデ 91,000 ダヘソ
オれヘオドマテプスシゐ ドネデ 91,000 ダヘソ
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チプレデタヰレヘ (ケプデャデペバ) ギヰヘタネタ 91,000 ダヘソ
ャツポルビギプズケポレビャオドポルビキャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズケポレビャオドポルビキチプレデタヰレヘケプデャデビドゐバ ギヰヘタネタ 5
 ャオドポルビキ エタヘズ 1.5 HP ツドろビデビマチェドスゐオドダグマズ グマズニブ 18,200 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ  0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9
 デペゼマタヘトタ 2558
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ 33 ニヰヘズプダ
ソホル 188 (ェビキグれヘキ)

キヘタョヅヅろヘゼタタ ドネデ 1,900,000 ダヘソ
キダニキソマタ ドネデ 1,900,000 ダヘソ

オれヘソホルズペタヤニブバペルキェれビバドろヘキ ドネデ 1,900,000 ダヘソ
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

ュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェ ゼタタュタタノドホオミス パデミれソホル 1 ダろヘタュタタ
バマネドドスセヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタバマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 400,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタ
ュタタノドホオミス パデミれソホル 1 ダろヘタュタタバマネドドス セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタ
バマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ チドペデヘスキヘタ エタヘズオネヘデェネろヘキ 5 ャデセド トヘネ 163
 ャデセド パタヘ 0.15 ャデセド パドポビデホツポレタソホルヂペネギドヘギドョデれタろビトェネれヘ 815 セド.デ. ョパニれ
ソヘキニミェドプキエろヘキニブ 0.30 ャデセド パドポビセヘデバテヘツツポレタソホルソプレキバビキップルキ (セヘデヤダダ
ャソノダヘニェヰヘパタズ) 
    ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ズプキタホレ
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 ヤニブヤェろョエャツペルデャセペデ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ 67 ニヰヘズプダソホル 7
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 64/86



ュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタュオェャギドペコ 3 パデミれソホル 12 ギヘェギマズ
ェれビバドろヘキャズペデョチソヘキソペノセブネプタビビェ セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタバマネドドス ギプキパネプズ
ダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 400,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタ
ュオェャギドペコ 3パデミれソホル 12 ギヘェギマズェれビバドろヘキャズペデョチソヘキソペノセブネプタビビェ セヰヘダニュェドェ
ヤェろネ ビヰヘャテビュタタバマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ チドペデヘスキヘタエタヘズェネろヘキ 5
 ャデセド トヘネ 163 ャデセド パタヘ 0.15 ャデセド パドポビデホツポレタソホルヂペネギドヘギドョデれタろビト
ェネれヘ 815 セド.デ. ョパニれソヘキニミェドプキエろヘキニブ 0.30 ャデセド パドポビセヘデバテヘツツポレタソホルソプレキ
バビキップルキ(セヘデヤダダャソノダヘニェヰヘパタズ) 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ズプキタホレ
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 ヤニブヤェろョエャツペルデャセペデ
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ 87 ニヰヘズプダソホル 90
(ェビキグれヘキ)

ュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタュオェドプェ ケビト 5 パデミれソホル 7 ダろヘタ
ュオェドプェ セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタバマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 303,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタ
ゼタタュオェドプェ ケビト 5 パデミれソホル 7 ダろヘタュオェドプェ セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタ
バマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ チドペデヘスキヘタ エタヘズオネヘデェネろヘキ 5 ャデセド トヘネ 123
 ャデセド パタヘ 0.15 ャデセド パドポビデホツポレタソホルヂペネギドヘギドョデれタろビトェネれヘ 615 セド.デ. ョパニれ
ソヘキニミェドプキエろヘキニブ 0.30ャデセド パドポビセヘデバテヘツツポレタソホルソプレキバビキップルキ(セヘデヤダダ
ャソノダヘニェヰヘパタズ)
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ズプキタホレ
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 ヤニブヤェろョエャツペルデャセペデ
    ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561-2565)パタろヘ 77 ニヰヘズプダソホル 52
 (ェビキグれヘキ)

ュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタパタビキツニネキ パデミれソホル 10 ダろヘタ
パタビキツニネキ セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタバマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ

ギヰヘタネタ 497,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドェれビバドろヘキゼタタオビタェドホセャバドペデャパニリェゼタタ
パタビキツニネキ パデミれソホル 10 ダろヘタパタビキツニネキ セヰヘダニュェドェヤェろネ ビヰヘャテビュタタ
バマネドドス ギプキパネプズダマドホドプデトゐ チドペデヘスキヘタ エタヘズェネろヘキ 5 ャデセド トヘネ 200
 ャデセド パタヘ 0.15 ャデセド パドポビデホツポレタソホルヂペネギドヘギドョデれタろビトェネれヘ 1000 セド.デ
.ョパニれソヘキニミェドプキェネろヘキエろヘキニブ 0.30 ャデセド パドポビセヘデバテヘツツポレタソホルソプレキバビキ
ップルキ ツドろビデネヘキソれビ オバニ.0.40 ャデセド ギヰヘタネタ 7 ソれビタ(セヘデヤダダャソノダヘニ
ェヰヘパタズ) 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ズプキタホレ
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496 ヤニブヤェろョエャツペルデャセペデ
    ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ 84 ニヰヘズプダ
ソホル 79(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 65/86



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 ギヰヘタネタ 300,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキ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ソホルグヰヘドマズャバホトパヘトセヘデ
バテヘツビヘトマェヘドユグろキヘタパドポビギヰヘャチリタセろビキダヰヘドマキドプェハヘャツポルビデペユパろャェペズオネヘデャバホトパヘト
パドポビソドマズュソドデェネれヘャズペデ ャグれタ ビヘオヘドバヰヘタプェキヘタ パろビキソヰヘキヘタ                 パろビキ
チドブグマデ ドプレネ ゼタタ ヤニブダドドズヘバペルキェれビバドろヘキビポルタラ フニフ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタ
ョズろセヘデチェセペ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオポェ
ドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1752 ニキネプタソホル 6 バペキパヘオデ 2556 ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダ
ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘト
チドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
    5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェ
ャェスシゐェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
    6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 3523 ニキネプタソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘ
オれヘユグろギれヘトチドブェビダェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオヘ
ユグろバビトヤニブオれヘバヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキグれヘキ)

キヘタェヰヘギプズエトブデミニッビトヤニブバペルキチサペェミニ ドネデ 20,000 ダヘソ
キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 20,000 ダヘソ

オれヘユグろバビト ドネデ 20,000 ダヘソ
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

ュオドキェヘドバれキャバドペデェヘドドホョケャオペニエトブ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトェヘドズヰヘャタペタキヘタ セヘデュオドキェヘドバれキャバドペデェヘドドホョケャオペニ
エトブ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘビヘパヘド ビヘパヘド
ネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘチろヘト ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.オヰヘバプルキオスブドプェハヘオネヘデバキダヤパれキグヘセペ ソホル 69/2557 ャドポルビキ デヘセドェヘド
チろビキェプタヤニブヤェろョエチプコパヘェヘドソマギドペセチドブツナセペデペグビダ ニキネプタソホル 18
 デペゼマタヘトタ  2557 
     4.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
ダドドギマユタヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ127 ニヰヘズプダソホル 1 
(ェビキバヘゾヘドスバマエヤニブバペルキヤネズニろビデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 66/86



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
キヘタダドペパヘドソプルネョチャェホルトネェプダ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 ドネデ 1,370,240 ダヘソ

キダダマオニヘェド ドネデ 1,170,240 ダヘソ
ャキペタャズポビタ (ッれヘトチドブギヰヘ) ドネデ 1,170,240 ダヘソ
ャキペタャズポビタツタプェキヘタ ギヰヘタネタ 1,128,240 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャズポビタユパろヤェれツタプェキヘタャソノダヘニ ツドろビデャキペタチドプダチドマキ
チドブギヰヘチホ  セヘデセヰヘヤパタれキヤニブビプセドヘソホル ェ.ソ.ェヰヘパタズ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘトョネろョデれ
ャェペタ 12  ャズポビタ ズプキタホレ
     -セヰヘヤパタれキタプェダドペパヘドキヘタバネプバズペェヘドバプキオデ 1 オタ ギヰヘタネタ 396,060 ダヘソ
     -セヰヘヤパタれキタプェツプジタヘグマデグタグヰヘタヘコェヘド 2 オタ ギヰヘタネタ 732,180 ダヘソ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブ ェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ 138 ニキ
ネプタソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろ
ギれヘトズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタチドブギヰヘセヰヘヤパタれキエビキヂミろダドペパヘドセヰヘヤパタれキタプェダドペパヘドキヘタ
バネプバズペェヘドバプキオデ ドブズプダセろタ ビプセドヘャズポビタニブ 3,500 ダヘソ ュズトオヰヘタネスセプレキギれヘト
ョネろョデれャェペタ 12 ャズポビタ 
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェギ. ェソ.ヤニブェ.ビダセ. ソホル デソ 0809.2/ネ138 ニキネプタ
ソホル 30 ゾプタネヘオデ 2558 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドオヰヘタネステヘドブオれヘユグろギれヘト
ズろヘタェヘドダドペパヘドキヘタダマオオニエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 200,000 ダヘソ
オれヘセビダヤソタ ドネデ 52,000 ダヘソ
オれヘャグれヘダろヘタ ギヰヘタネタ 42,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャグれヘ/ャグれヘケポレビダろヘタエビキツタプェキヘタャソノダヘニ セヘデバペソゾペソホルギブョズろ
ドプダ  ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ ツ.ノ.2548 
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ. 2551
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘャグれヘダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタ
ソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2559
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ 5862 ニキネプタソホル 12
 セマニヘオデ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブネペゾホェヘドャェホルトネェプダェヘドャダペェギれヘトャキペタオれヘャグれヘ
ダろヘタエビキエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 67/86



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 ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリ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エビキツタプェキヘタャソノダヘニ ヂミろソホルデホバペソゾペ
ャダペェョズろ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダパドポビパタプキバポビバプルキェヘドソホルャェホルトネエろビキ ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2541   
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘ
ダマセドエビキツタプェキヘタバれネタソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ.2549  
     3.パタプキバポビェドデダプコグホェニヘキ ズれネタソホルバマズ ソホル ェオ. 0422.3/ネ257 ニキネプタソホル 28
 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ 1013 ニキネプタソホル 18
 ェマデテヘツプタゾゐ 2559  ャドポルビキ ェヘドャダペェャキペタバネプバズペェヘドャェホルトネェプダェヘドノボェハヘダマセド 
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0809.3/ネ 4522 ニキネプタソホル 9
 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ チドブャテソヤニブビプセドヘャキペタダヰヘドマキェヘドノボェハヘヤニブオれヘャニれヘ
ャドホトタ
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

オれヘユグろバビト ドネデ 88,000 ダヘソ
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

オれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ オれヘネヘドバヘド パドポビドブャダホトダェヘドチサペダプセペ
キヘタセれヘキラ

ギヰヘタネタ 3,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズソヰヘバポルビチドブグヘバプデツプタゾゐ  オれヘネプバズマビマチェドスゐ オれヘ
ネヘドバヘド  パタプキバポビツペデツゐ ドブャダホトダセれヘキラ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ ฏ ドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

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
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 ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタ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ユタドヘグビヘスヘギプェドヤニブタビェ
ドヘグビヘスヘギプェド ャグれタ オれヘャダホレトャニホレトキ オれヘツヘパタブ オれヘャグれヘソホルツプェ オれヘゾドドデャタホトデユタ
ェヘドユグろバタヘデダペタフニフ エビキツタプェキヘタャソノダヘニェビキバネプバズペェヘドバプキオデ     
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 2) ツ.ノ. 2559
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ (クダプダソホル 3) ツ.ノ. 2559  
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 68/86



オれヘユグろギれヘトユタェヘドビダドデバプデデタヘ ギヰヘタネタ 35,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘニキソブャダホトタ  ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ  ソホルャェホルトネエろビキェプダェヘドャエろヘドプダ
ェヘドッボェビダドデバプデデタヘエビキツタプェキヘタャソノダヘニェビキバネプバズペェヘドバプキオデ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネ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
ドヘグェヘドエビキャギろヘパタろヘソホルソろビキゼペルタ ツ.ノ.2555 ヤェろョエャツペルデャセペデゼボキ (クダプダソホル 3

オれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデソドプツトゐバペタ オドマテプスシゐ ソホルグヰヘドマズャバホトパヘト
ギヰヘャチリタセろビキダヰヘドマキ ドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろセヘデ
チェセペ ャグれタ ャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャオドポルビキチドプダビヘェヘノ ャオドポルビキゼれヘトャビェバヘド  ドゼ
トタセゐ ドゼギプェドトヘタトタセゐ ュセゎブ ャェろヘビホレ ニヰヘュツキ ャオドポルビキャバホトキ ヤニブビポルタラフニフ ソホルビトミれユタ
オネヘデドプダヂペズグビダパドポビユタェペギェヘドエビキャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘォダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
    1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
    2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェソホル デソ 0808.2/ネ
 1657 ニキネプタソホル 16 ェドェゴヘオデ 2556 ャドポルビキ ドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダฏドヘトギれヘト キダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 1752 ニキネプタ
ソホル 6 バペキパヘオデ 2556  ャドポルビキ ヤタネソヘキチサペダプセペャェホルトネェプダドミチヤダダヤニブェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトドプダ-ドヘトギれヘトキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ 
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ
 0808.2/ネ 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558  ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘド
ギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     6.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ 3523 ニキネプタ
ソホル 20 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ パニプェャェスシゐヤニブビプセドヘオれヘユグろギれヘトユタェヘドチドブェビダ
ェヘドツペギヘドスヘキダチドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホユタニプェハスブオれヘユグろバビトヤニブオれヘ
バヘゾヘドスミチュテオ
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)  

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 69/86



オれヘネプバズマ ドネデ 60,000 ダヘソ
ネプバズマバヰヘタプェキヘタ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマバヰヘタプェキヘタソホルギヰヘャチリタセろビキユグろユタバヰヘタプェ
キヘタ ャグれタ ェドブズヘハ  ャオドポルビキャエホトタ ツドブダドデクヘトヘニプェハスゐ チヘェェヘ ヤヅろデ セドヘ
トヘキ ヤダダツペデツゐ パデボェ ゾキグヘセペ バペルキツペデツゐソホルョズろギヘェェヘドケポレビパドポビギろヘキ
ツペデツゐ (パタプキバポビツペデツゐ パタプキバポビ ャビェバヘド ネヘドバヘド フニフ) セニビズギタタヰレヘズポルデバヰヘパドプダ
ェヘドダドペェヘドチドブグヘグタ フニフ  
      ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ネプバズマオビデツペネャセビドゐ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマソホルユグろェプダャオドポルビキオビデツペネャセビドゐ ャグれタ ヤヂれタパドポビギヘタダプタソボェ
エろビデミニ セニプダヂキパデボェバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐヤダダャニャケビドゐ ェドブズヘハセれビ
ャタポルビキ ャデヘバゐ ヤチろタツペデツゐ パプネツペデツゐパドポビヤゼダツペデツゐバヰヘパドプダャオドポルビキツペデツゐ
オビデツペネャセビドゐ ヤヂタネキギドビペャニリェソドビタペェバゐ ャデタダビドゐズ ュチドヤェドデ
オビデツペネャセビドゐ ャデデュデドホルケペチ バヘトャオャダペニ ャソチダプタソボェエろビデミニ フニフ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 70/86



キヘタバれキャバドペデヤニブバタプダバタマタオネヘデャエろデヤエリキグマデグタ ドネデ 120,000 ダヘソ
キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 120,000 ダヘソ

オれヘユグろバビト ドネデ 120,000 ダヘソ
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

ュオドキェヘドギプズェペギェドドデネプタバキェドヘタセゐ ネプタバプチズヘパゐヂミろバミキビヘトマヤパれキグヘセペヤニブネプタオドビダ
オドプネ

ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘギプズェペギェドドデネプタバキェドヘタセゐ ネプタバプチズヘパゐヂミろバミキビヘトマヤパれキグヘセペヤニブ
ネプタオドビダオドプネ ャツポルビバれキャバドペデバマエテヘツユパろェプダヂミろバミキビヘトマユタセヰヘダニ ュズトギれヘトャチリタオれヘ
ユタェヘドギプズキヘタ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ 123 ニヰヘズプダ
ソホル 1    (ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ュオドキェヘドバれキャバドペデバタプダバタマタェヘドギプズソヰヘヤニブソダソネタヤヂタツプジタヘパデミれダろヘタ/グマデグタ 
ドブズプダパデミれダろヘタヤニブセヰヘダニ

ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドバれキャバドペデバタプダバタマタェヘドギプズソヰヘヤニブソダソネタ
ヤヂタツプジタヘパデミれダろヘタ/グマデグタ ドブズプダパデミれダろヘタヤニブセヰヘダニ ャツポルビバれキャバドペデバタプダバタマタ
ェヘドギプズソヰヘヤヂタツプジタヘパデミれダろヘタヤニブェペギェドドデバタプダバタマタェヘドエプダャオニポルビタヤヂタ
グマデグタ ヤヂタダミドスヘェヘド ャツポルビタヰヘエろビデミニデヘギプズソヰヘヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ  ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.3
/ネ 1002 ニキネプタソホル 19 ツナハテヘオデ 2560 ャドポルビキ ェヘドャグポルビデュトキヤニブダマドスヘェヘド
ヤヂタユタドブズプダツポレタソホル チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2562
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0891.4/ネ 856 ニキネプタソホル 12
 デホタヘオデ 2553 ャドポルビキ ェヘドバタプダバタマタヤヂタグマデグタ  バミれェヘドツプジタヘソろビキゼペルタヤダダ
ダミドスヘェヘド  
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0891.4/ネ 976 ニキネプタソホル 11
 デホタヘオデ 2554 ャドポルビキ ェヘドバタプダバタマタタュトダヘトェヘドバれキャバドペデェヘドャデポビキテヘオ
ツニャデポビキエビキドプザ  
ャチリタョチヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ128 ニヰヘズプダソホル 4(ェビキ
バネプバズペェヘドバプキオデ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 71/86



ュオドキェヘドバれキャバドペデバマエテヘツヤニブツプジタヘオマステヘツグホネペセヂミろバミキビヘトマセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドバれキャバドペデバマエテヘツヤニブツプジタヘオマステヘツグホネペセヂミろバミキ
ビヘトマセヰヘダニュェドェヤェろネ ャツポルビバれキャバドペデバマエテヘツヤニブツプジタヘオマステヘツグホネペセヂミろバミキビヘトマ
セヰヘダニュェドェヤェろネ ェヘドギプズェペギェドドデセれヘキラ エビキヂミろバミキビヘトマ ャグれタ ユパろオネヘデドミろャェホルトネェプダ
ェヘドユグろトヘユパろヂミろバミキビヘトマ ェヘドバドろヘキドビトトペレデユパろェプダヂミろバミキビヘトマ ェヘドッボェビヘグホツユパろェプダヂミろ
バミキビヘトマ ョズろヤェれ オれヘッボェビダドデ オれヘネプバズマ ビマチェドスゐ ャツポルビバれキャバドペデノプェトテヘツエビキヂミろバミキ
ビヘトマ フニフ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557        
ツ.ノ.2557
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ101ニヰヘズプダソホル 1
(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

ュオドキェヘドバれキャバドペデビヘグホツャツポルビツプジタヘャノドハザェペギツビャツホトキテヘトユタセヰヘダニ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドバれキャバドペデビヘグホツャツポルビツプジタヘャノドハザェペギツビャツホトキ
テヘトユタセヰヘダニ ャツポルビャチリタェヘドニズドヘトギれヘトヤニブェヘドャツペルデドヘトョズろユタオドプネャドポビタヤニブ
ェヘドズヰヘャタペタグホネペセセヘデパニプェチドプグコヘャノドハザェペギツビャツホトキ ドブズプダオドプネャドポビタ ドブズプダ
グマデグタ ドブズプダビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ュズトゼポビチサペダプセペセヘデパタプキバポビェドデバれキ
ャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0891.4/ネ 1659 ニキネプタソホル 24
 バペキパヘオデ 2553 ョズろヤェれ オれヘッボェビダドデ オれヘネプバズマ ビマチェドスゐ フニフ
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557         
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0891.4/ネ
 1659 ニキネプタソホル 24 バペキパヘオデ 2553
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ106 ニヰヘズプダ
ソホル 39(ェビキバネプバズペェヘドバプキオデ)

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
キヘタェホヒヘヤニブタプタソタヘェヘド ドネデ 240,000 ダヘソ

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 240,000 ダヘソ
オれヘユグろバビト ドネデ 240,000 ダヘソ
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

ュオドキェヘドヤエれキエプタェホヒヘバプタタペダヘセャソノダヘニギプキパネプズダマドホドプデトゐ ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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ャグポルビデオネヘデバヘデプオオホドブパネれヘ
キビチソ.ユタギプキパネプズダマドホドプデトゐ ュズトデホオれヘユグろギれヘトズプキタホレ オれヘグマズェホヒヘ オれヘツヘパタブ オれヘネプバズマ
ビマチェドスゐヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラソホルャェホルトネエろビキヤニブソホルギヰヘャチリタフニフ 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 122 ニヰヘズプダ
ソホル 32(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 72/86



ュオドキェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘセろヘタトヘャバツセペズャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 200,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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セろヘタトヘャバツセペズャソノダヘニ
セヰヘダニュェドェヤェろネ ュズトデホオれヘユグろギれヘトズプキタホレ オれヘェドドデェヘドセプズバペタ オれヘギプズバゼヘタソホル オれヘ
ビヘパヘドヤニブャオドポルビキズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタラ ソホルャェホルトネエろビキヤニブソホルギヰヘャチリタ フニフャチリタ
ョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 121 ニヰヘズプダ
ソホル 30(ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドバタプダバタマタェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤェれャズリェ/ャトヘネグタ ヤニブチドブグヘグタ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドバタプダバタマタェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤェれ
ャズリェ/ャトヘネグタ ヤニブチドブグヘグタ テヘトユタセヰヘダニュェドェヤェろネ ユタェヘドバれキタプェェホヒヘパドポビ
タプェェドホシヘ ドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ タビェバゼヘタソホルパドポビユタツポレタソホル ュズトデホオれヘユグろギれヘトズプキ
タホレオれヘェドドデェヘドセプズバペタ オれヘギプズバゼヘタソホル オれヘビヘパヘドヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘグマズェホヒヘ オれヘ
ャダホレトャニホレトキヂミろオネダオマデソホデヤニブタプェェホヒヘユタェドスホソホルャエろヘドビダェヘドヤエれキエプタドブズプダ
ギプキパネプズ  オれヘツヘパタブオれヘユグろギれヘトビポルタラソホルャェホルトネエろビキヤニブソホルギヰヘャチリタ フニフ
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 122 ニヰヘズプダ
ソホル 33(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 73/86



キヘタノヘバタヘネプジタゾドドデソろビキゼペルタ ドネデ 300,000 ダヘソ
キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 220,000 ダヘソ

オれヘユグろバビト ドネデ 220,000 ダヘソ
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

ュオドキェヘドャエろヘオれヘトツマソゾダマセド ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドャエろヘオれヘトツマソゾダマセド ケボルキェヘドャチニホルトタヤチニキユタ
ュニェソホルャェペズエボレタビトれヘキドネズャドリネ ソヰヘユパろャトヘネグタパニキャツニペズャツニペタユタェドブヤバオれヘ
タペトデュニェセブネプタセェ ニブソペレキオヰヘバプルキバビタユタツドブツマソゾノヘバタヘャパリタネれヘャチリタバペルキキデ
キヘト ョドろバヘドブ ニろヘバデプト ギボキズヰヘャタペタグホネペセュズトエヘズパニプェゾドドデトボズャパタホトネギペセユギソホルギブ
ソヰヘユパろグホネペセデホオネヘデデプルタオキヤニブバヘデヘドゼヤェろョエチプコパヘセれヘキラ ユタグホネペセソホルャェペズエボレタ
ョズろ ギボキデホヤタネュタろデユタェヘドズヰヘャタペタグホネペセソホルヂペズェれビユパろャェペズオネヘデャオドホトズギタビヘギギブ
ヤェろチプコパヘズろネトェヘドガれヘセプネセヘト パドポビヤェろチプコパヘズろネトェヘドツボルキツヘトヘャバツセペズ ャズリェ
ヤニブャトヘネグタオポビツニプキバヰヘオプコユタェヘドツプジタヘチドブャソノグヘセペユタビタヘオセ ャチリタ
ビタヘオセエビキグヘセペ ャチリタェニマれデオタソホルデホツニプキビプタバヰヘオプコソホルバヘデヘドゼグれネトェプタャバドペデバドろヘキ
ェペギェドドデソホルャチリタチドブュトグタゐ セれビェヘドツプジタヘチドブャソノグヘセペユタビタヘオセ ャズリェヤニブ
ャトヘネグタャチリタネプトソホルデホオネヘデオペズバドろヘキバドドオゐ デホツニプキヤニブノプェトテヘツデヘェ ェヘドェドブセマろタ
ユパろャズリェヤニブャトヘネグタ ェニろヘオペズ ェニろヘソヰヘ ェニろヘヤバズキビビェユタバペルキソホルズホツプジタヘノプェトテヘツ
ヤニブツニプキユタャグペキバドろヘキバドドオゐヤニブバれキャバドペデユパろャチリタオタソホルデホ オマスゾドドデ デホオネヘデケポルビ
バプセトゐバマギドペセ デホバセペチプココヘ デホオネヘデビズソタ ドビダオビダユタェヘドズヰヘャタペタグホネペセ ギブグれネト
バドろヘキユパろツネェャエヘセドブパタプェゼボキオマスオれヘエビキセタャビキツドろビデデホテミデペオマろデェプタ ドミろャソれヘソプタ
ェヘドャチニホルトタヤチニキ ョデれセェャチリタャパトポルビパドポビバドろヘキチプコパヘユパろェプダバプキオデ ヤセれェニプダギブ
ャチリタヂミろ ツドろビデソホルギブツプジタヘセタャビキユパろャチリタソドプツトヘェドビプタソドキオマスオれヘャチリタツニプキエプダ
ャオニポルビタェヘドツプジタヘチドブャソノグヘセペ ャツポルビオネヘデャギドペコェろヘネパタろヘヤニブデプルタオキエビキ
グヘセペ ャトヘネグタギボキセろビキデホオネヘデドミろヤニブノホニゾドドデオネダオミれェプタョチ ャツポルビユパろャトヘネグタデホ
ギドペトゾドドデ  デホノホニゾドドデヤニブデホオれヘタペトデユタェヘドズヰヘャタペタグホネペセソホルャパデヘブバデ ュズトェヘド
ツプジタヘヤニブチニミェップキギペセバヰヘタボェギドペトゾドドデ オマスゾドドデヤニブノホニゾドドデ セヘデパニプェツドブ
ツマソゾノヘバタヘビプタャチリタヤタネソヘキェヘドチドブツナセペセタソホルズホユパろデホソプェハブユタェヘドズヰヘャタペタ
グホネペセチドブギヰヘネプタ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキ
ヤニブャオドポルビキズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2557    
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ116 ニヰヘズプダ
ソホル  3(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 74/86



ュオドキェヘドオマスゾドドデバヘタバヘトユトオドビダオドプネ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドオマスゾドドデバヘタバヘトユトオドビダオドプネ ケボルキユタ
バテヘネブチプギギマダプタバプキオデデホオネヘデャギドペコェろヘネパタろヘユタェヘドツプジタヘチドブャソノズろネトネペソトヘ
ェヘドバデプトユパデれオタバれネタユパコれトボズセペズビトミれェプダオネヘデバヰヘャドリギソヘキネプセゼマェプタデヘェ エヘズ
オネヘデャビヘユギユバれユタャドポルビキノヘバタヘ ノホニゾドドデ チドブャツスホ ネプジタゾドドデソろビキゼペルタ オネヘデ
ギキドプェテプェズホセれビバゼヘダプタ グヘセペ ノヘバタヘ ツドブデパヘェハプセドペトゐ ソヰヘユパろチプコパヘセれヘキラ ソホル
ャェペズュズトャクツヘブャトヘネグタバれネタパタボルキャチリタチプコパヘソホルセろビキヤェろョエノホニゾドドデ オマスゾドドデ
ヤニブダタツポレタザヘタオネヘデェセプコญミ ャドペルデギヘェバプキオデャニリェラ ェれビタオポビバゼヘダプタオドビダ
オドプネ パヘェョズろドプダェヘドャドホトタドミろ ビダドデ チニミェギペセバヰヘタボェユタャドポルビキノホニゾドドデオマスゾドドデ
ヤニろネャトヘネグタェリギブバヘデヘドゼャチリタダマオオニソホルデホオマステヘツ ャェれキ ズホ デホチドブュトグタゐ ャデポルビャチリタ
ャグれタタホレヤニろネチプコパヘセれヘキラ ャグれタ トヘャバツセペズ ドプェェれビタネプトビプタオネド チプコパヘセれヘキラ ェリギブ
ニズニキ ズプキタプレタ ャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ョズろャニリキャパリタオネヘデバヰヘオプコギボキョズろギプズソヰヘ
ュオドキェヘドオマスゾドドデバヘタバヘトユトオドビダオドプネドれネデェプダュドキャドホトタユタャエセセヰヘダニュェドェ
ヤェろネ ュズトデホネプセゼマチドブバキオゐャツポルビバヘタバヘトユトオドビダオドプネドブパネれヘキヂミろチェオドビキ
ェプダダマセドパニヘタ ユパろャチリタバゼヘダプタオドビダオドプネソホルャエろデヤエリキ ユパろバデヘグペェユタオドビダオドプネ
デホオネヘデドプェユオドれ チドビキズビキ ヤニブャビポレビビヘソドセれビェプタ セニビズギタバヰヘタボェズホセれビ
ダマツェヘドホ オドビダオドプネ バプキオデヤニブチドブャソノグヘセペ ニズテヘネブオネヘデャバホルトキソホルャトヘネグタギブ
パプタョチパヘトヘャバツセペズヤニブャバドペデバドろヘキオネヘデドミろユタャドポルビキュソハテプトエビキトヘャバツ
セペズ ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキ
ズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2557 
      ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ115 ニヰヘズプダ
ソホル 2 (ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドキヘタパデヘェョデろドバパネヘタ バポダバヘタチドブャツスホ タネプセネペゼホュタタバマネドドス ギヰヘタネタ 100,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドズヰヘャタペタセヘデュオドキェヘドキヘタパデヘェョデろドバパネヘタバポダ
バヘタチドブャツスホ タネプセネペゼホュタタバマネドドス ャグれタ ェヘドギプズエダネタヤパれセヘデオヰヘエネプコエビキ
ビヰヘャテビュタタバマネドドス オれヘビヘパヘドヤニブャオドポルビキズポルデ オれヘネプバズマビマチェドスゐセれヘキラソホルユグろユタ
ェヘドャセドホトデキヘタセヘデソホルギヰヘフニフ
セヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
    1ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズキヘタヤニブェヘドギプズ
ェヘドヤエれルキエプタェホヒヘヤニブェヘドギプズバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘエビキオポェ
ドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ119 ニヰヘズプダソホル 14
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 75/86



ュオドキェヘドツヘタろビキソれビキゾドドデブ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトュオドキェヘドツヘタろビキソれビキゾドドデブ ャツポルビグれネトツプジタヘャトヘネグタ
ュズトェヘドツプジタヘギペセユギヤニブチニミェップキギドペトゾドドデ オマスゾドドデヤニブノホニゾドドデ セヘデパニプェ
ツドブツマソゾノヘバタヘビプタャチリタヤタネソヘキェヘドチドブツナセペセタソホルズホユパろデホソプェハブユタェヘド
ズヰヘャタペタグホネペセ ฑャェれキ ズホ ヤニブデホオネヘデバマエฒャツポルビユパろャズリェヤニブャトヘネグタソホルタヰヘゾドドデブタヰヘ
パニプェオヰヘバビタソホルドプダョチチドブトマェセゐユグろグホネペセチドブギヰヘネプタ オポビ ェヘドツプジタヘェヘトュズトェヘド
ヤバズキビビェソヘキェペドペトヘデヘドトヘソ グヘネツマソゾ デホツナセペェドドデソホルズホキヘデャパデヘブバデ ェヘド
ツプジタヘノホニュズトェヘドビトミれドれネデェプダオドビダオドプネヤニブダマオオニユタバプキオデズろネトオネヘデャェポレビェミニ
ヤニブチドブェビダビヘグホツソホルバマギドペセ ェヘドツプジタヘギペセユパろャチリタギペセソホルバデダミドスゐソプレキオマステヘツ
ギペセ ツニプキギペセヤニブバマエテヘツギペセヤニブバマズソろヘトェヘドツプジタヘチプココヘユパろャェペズチプココヘユタ
ェヘドドミろギドペキ ドミろャソれヘソプタソヘキャギドペコソヘキャバポルビデチプギギプトソホルャェホルトネエろビキ ドミろネペゾホェヘドチろビキェプタ ドミろ
ネペゾホヤェろョエチプコパヘバドろヘキテミデペセろヘタソヘタユパろェプダセタャビキズろネトオマスゾドドデユパろャチリタヂミろデホグホネペセ
ビトミれビトれヘキドミろャソれヘソプタュニェタヰヘツヘグホネペセバミれオネヘデバヰヘャドリギャツポルビャェポレビェミニセタャビキヤニブチドブャソノ
グヘセペユタソホルバマズ
ュズトギれヘトャチリタオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘビヘパヘド オれヘビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキ
ズポルデ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペ ヤニブドブャダホトダ ズプキタホレ 
     1.ツドブドヘグダプココプセペャソノダヘニ ツ.ノ.2496
     2.ツドブドヘグダプココプセペェヰヘパタズヤヂタヤニブエプレタセビタェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろヤェれ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2542
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトユタェヘドッボェビダドデエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2557    
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ 114 ニヰヘズプダ
ソホル 1(ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドバれキャバドペデバタプダバタマタェヘドャドホトタドミろテミデペチプココヘソろビキゼペルタセヰヘダニュェドェヤェろネ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトユタュオドキェヘドバれキャバドペデバタプダバタマタェヘドャドホトタドミろテミデペチプココヘ
ソろビキゼペルタセヰヘダニュェドェヤェろネ ュズトデホオれヘユグろギれヘトズプキタホレオれヘセビダヤソタネペソトヘェド オれヘギプズ
バゼヘタソホルオれヘビヘパヘド ビヘパヘドネれヘキヤニブャオドポルビキズポルデオれヘネプバズマビマチェドスゐ ヤニブオれヘユグろギれヘト
ビポルタラソホルャェホルトネエろビキヤニブソホルギヰヘャチリタ フニフ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ110 ニヰヘズプダ
ソホル  2  (ェビキェヘドノボェハヘ)

ュオドキェヘドバタプダバタマタェヘドギプズェペギェドドデチドブャツスホヤニブネプタバヰヘオプコセれヘキラ ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ
ャツポルビャチリタオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズヤニブバれキャバドペデバタプダバタマタェヘドギプズェペギェドドデユタネプタ
バヰヘオプコセれヘキラャグれタ チドブャツスホニビトェドブソキ チドブャツスホバキェドヘタセゐ ネプタツドブ ネプタネペバヘエ
ダミグヘ ネプタデヘガダミグヘ ネプタャエろヘツドドハヘ ネプタビビェツドドハヘフニフ セニビズソプレキチホ   ャチリタョチ
セヘデドブャダホトダ ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドャダペェオれヘユグろギれヘトユタェヘドギプズ
キヘタ ェヘドギプズェヘドヤエれキエプタェホヒヘヤニブェヘドバれキタプェェホヒヘャエろヘドれネデェヘドヤエれキエプタェホヒヘ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 117 ニヰヘズプダ
ソホル 6   (ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 76/86



キダャキペタビマズパタマタ ドネデ 80,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタ ドネデ 80,000 ダヘソ
ャキペタビマズパタマタバれネタドヘグェヘド

ビマズパタマタソホルソヰヘェヘドチェオドビキギプキパネプズダマドホドプデトゐ  セヘデュオドキェヘドビタマドプェハゐチドブャツスホ
ネプジタゾドドデャデポビキダマドホドプデトゐ (キヘタバゼヘチタヘャデポビキヤチブ)

ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタユパろヤェれソホルソヰヘェヘドチェオドビキギプキパネプズダマドホドプデトゐセヘデ
ュオドキェヘドビタマドプェハゐチドブャツスホネプジタゾドドデャデポビキダマドホドプデトゐ(キヘタバゼヘチタヘャデポビキ
ヤチブ) ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ0808.2/ネ 3616ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559 
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ120 ニヰヘズプダ
ソホル 24   (ェビキェヘドノボェハヘ) 

ビマズパタマタソホルソヰヘェヘドチェオドビキギプキパネプズダマドホドプデトゐ セヘデュオドキェヘドギプズキヘタチドブャツスホエボレタャエヘ
ツタデドマろキ

ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタユパろヤェれソホルソヰヘェヘドチェオドビキギプキパネプズダマドホドプデトゐセヘデ
ュオドキェヘドギプズキヘタチドブャツスホエボレタャエヘツタデドマろキチドブギヰヘチホ 2563ฑ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダ ズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ0808.2/ネ 3616ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559 
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ118 ニヰヘズプダ
ソホル 10  (ェビキェヘドノボェハヘ)

ビマズパタマタソホルソヰヘェヘドチェオドビキビヰヘャテビュタタバマネドドスセヘデュオドキェヘドキヘタパデヘェョデろドバ
パネヘタ バポダバヘタチドブャツスホ タネプセネペゼホュタタバマネドドス

ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタャキペタビマズパタマタユパろヤェれソホルソヰヘェヘドチェオドビキビヰヘャテビュタタバマネドドスセヘデ
ュオドキェヘドキヘタパデヘェョデろドバパネヘタ バポダバヘタチドブャツスホ タネプセネペゼホュタタバマネドドス 
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタエビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタツ.ノ.2559
    2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ3616ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ (ツ.ノ.2561-2565) パタろヘ117 ニヰヘズプダ
ソホル 7
(ェビキェヘドノボェハヘ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 77/86



ヤヂタキヘタェヘドャェハセド
キヘタバれキャバドペデェヘドャェハセド ドネデ 30,000 ダヘソ

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 30,000 ダヘソ
オれヘネプバズマ ドネデ 30,000 ダヘソ
ネプバズマェヘドャェハセド ギヰヘタネタ 30,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマェヘドャェハセド ャグれタ ャオホトネ バチドペキャェビドゐ ネプバズマャツヘブグヰヘ ビマチェドスゐ
ユタェヘドエトヘトツプタゾゐ フニフ ヤニブオれヘユグろギれヘトビポルタソホルャェホルトネエろビキ
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキグれヘキ)

ヤヂタキヘタェヘドツヘスペグトゐ
キヘタェペギェヘドチドブチヘ ドネデ 805,000 ダヘソ

キダズヰヘャタペタキヘタ ドネデ 765,000 ダヘソ
オれヘネプバズマ ドネデ 45,000 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 5,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマネペソトヘノヘバセドゐ ャツポルビギれヘトャチリタオれヘャネグテプスシゐトヘ タヰレヘトヘ
セれヘキラ バヰヘニホ  ヂろヘツプタヤヂニ タヰレヘトヘセれヘキラフニフ   
     ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキグれヘキ)

ネプバズマビポルタ ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘネプバズマョデれオキソタパドポビネプバズマオキソタヤニブネプバズマバペレタャチニポビキ
セれヘキラ チドブャテソネプバズマビポルタラ ャグれタ デペャセビドゐタヰレヘフニフ 
    ャチリタョチセヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1134 ニキネプタソホル 9 デペゼマタヘトタ 2558 ャドポルビキ ェヘドチドプダチドマキパニプェェヘドギヰヘヤタェ
チドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダチドブデヘスエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 1248 ニキネプタソホル 27 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドツペギヘドスヘバペルキエビキソホル
ギプズャチリタネプバズマヤニブオドマテプスシゐセヘデパニプェェヘドギヰヘヤタェチドブャテソドヘトギれヘトセヘデキダ
チドブデヘス
(ェビキグれヘキ)

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 78/86



オれヘバヘゾヘドスミチュテオ ドネデ 720,000 ダヘソ
オれヘョヅヅろヘ ギヰヘタネタ 720,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘョヅヅろヘユタェペギェドドデチドブチヘヤニブバヰヘパドプダオれヘョヅヅろヘオろヘキギれヘトヤニブ
オれヘェドブヤバョヅヅろヘバヘゾヘドスブソホルャェペタバペソゾペワエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ  
     ャチリタョチセヘデドブャダホトダパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ  
     1.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.8/ネ2217 ニキネプタソホル 19 セマニヘオデ 2560  
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.2/ネ1846 ニキネプタソホル 12 ェプタトヘトタ 2560  
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0810.8/ネ1529 ニキネプタソホル 3 バペキパヘオデ2560  
(ェビキグれヘキ)

キダニキソマタ ドネデ 40,000 ダヘソ
オれヘオドマテプスシゐ ドネデ 40,000 ダヘソ
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

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 ギヰヘタネタ 40,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデソドプツトゐバペタオドマテプスシゐソホルグヰヘドマズャバホトパヘト
ギヰヘャチリタセろビキダヰヘドマキドプェハヘヤニブケれビデヤケデ ャツポルビユパろバヘデヘドゼユグろキヘタョズろセヘデ
チェセペ ャグれタ ケれビデヤケデドブダダチドブチヘフニフ ソホルビトミれユタオネヘデズミヤニエビキャソノダヘニ (ェビキ
グれヘキ)

ヤヂタキヘタキダェニヘキ
キダェニヘキ ドネデ 6,947,810 ダヘソ

キダェニヘキ ドネデ 6,947,810 ダヘソ
キダェニヘキ ドネデ 6,947,810 ダヘソ
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 ギヰヘタネタ 152,740 ダヘソ

ャツポルビャチリタ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エビキツタプェキヘタギろヘキセヘデビプセドヘソホルソヘキ
ドヘグェヘドェヰヘパタズヤニブバれキャキペタバデソダェビキソマタャキペタソズヤソタ ェドスホニミェギろヘキチドブバダ
ビプタセドヘト ャギリダチれネト パドポビバミコパヘト セヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキ
タホレ 
        1.ツドブドヘグダプココプセペチドブェプタバプキオデ ツ.ノ.2533  
        2.ツドブドヘグダプココプセペャキペタソズヤソタ (クダプダソホル 2)ツ.ノ.2561
        3.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェ.ギ. ェ.ソ. ヤニブ ェ.ビダセ. ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0809.5/ネ 9 ニキネプタソホル 22 デェドヘオデ 2557 ャドポルビキ ェヘドギれヘトャダホレトチドブェプタバプキオデ
エビキツタプェキヘタギろヘキ 
        4.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ ェ.ギ. ェ.ソ. ヤニブ ェ.ビダセ. ズれネタソホルバマズソホル デソ
 0809.5/ネ 81 ニキネプタソホル 10 ェドェゴヘオデ 2557 ャドポルビキ チドブェヘノ ェ.ギ. ェ.ソ
. ヤニブ ェ.ビダセ. ャドポルビキデヘセドザヘタソプルネョチャェホルトネェプダツタプェキヘタギろヘキ (クダプダソホル 3) 
        5. パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ  ソホル デソ 0808.2/ネ4172
  ニキネプタソホル 24 ゾプタネヘオデ 2561  
        6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2
/ネ 3886 ニキネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 79/86



ャキペタバデソダェビキソマタャキペタソズヤソタ ギヰヘタネタ 20,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトバデソダェビキソマタャキペタソズヤソタャチリタドヘトチホ ユタビプセドヘドろビトニブ 0.2 エビキオれヘ
ギろヘキュズトチドブデヘスェヘドソプレキチホ ャツポルビユパろオネヘデオマろデオドビキヤェれニミェギろヘキソホルチドブバダ
ビプタセドヘト ャギリダチれネト セヘトパドポビバミコパヘト ビプタャタポルビキデヘギヘェェヘドソヰヘキヘタユパろヤェれタヘト
ギろヘキ 
     ャチリタョチセヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.ツドブドヘグダプココプセペャキペタソズヤソタ (クダプダソホル 2)ツ.ノ.2561 
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
 0808.2/ネ 4172 ニキネプタソホル 24 ゾプタネヘオデ 2561

ャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ ギヰヘタネタ 4,551,600 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ セヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
    1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドギれヘトャキペタバキャオドヘブパゐャツポルビェヘドトプキ
グホツエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2548   
    2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトトプキグホツ
ヂミろバミキビヘトマエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2552  ヤェろョエャツペルデャセペデ
ゼボキ (クダプダソホル 4) ツ.ノ.2562
   3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0891.3/ネ 118 ニキネプタ
ソホル 15 デェドヘオデ ツ.ノ. 2556 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダ
ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトトプキグホツヂミろバミキ
ビヘトマエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2553 ヤニブドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトオネヘデツペェヘドユパろオタツペェヘドエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2553
   4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.6/ネ
 146 ニキネプタソホル 23 デェドヘオデ 2560 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドズヰヘャタペタキヘタャキペタビマズ
パタマタソプルネョチャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ オタツペェヘド ヤニブヂミろチれネトャビズバゐ チドブギヰヘチホキダ
チドブデヘス ツ.ノ.2560
   5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0891.3/ネ 1502 ニキ
ネプタソホル 2 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ ェヘドケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2560 ャキペタビマズパタマタオれヘユグろギれヘトバタプダバタマタェヘド
バドろヘキパニプェチドブェプタドヘトョズろヤェれヂミろバミキビヘトマ ヤニブドヘトェヘドャキペタビマズパタマタオれヘユグろギれヘトバタプダ
バタマタバネプバズペェヘドェヘドソヘキバプキオデユパろヤェれヂミろツペェヘドヤニブソマツツニテヘツ
  6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.6/ネ
 684 ニキネプタソホル 21 ェマデテヘツプタゾゐ 2562
  7.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 3886 ニキネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ104 ニヰヘズプダ
ソホル 20

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 80/86



ャダホレトトプキグホツオタツペェヘド ギヰヘタネタ 1,180,800 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャダホレトトプキグホツヂミろツペェヘド セヘデパタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホル
バマズ ソホル デソ 0808/ネ 4072 ニキネプタソホル 15  バペキパヘオデ 2559  
     セヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ  
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドギれヘトャキペタバキャオドヘブパゐャツポルビェヘドトプキ
グホツエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ  ツ.ノ. 2548
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトオネヘデ
ツペェヘドユパろオタツペェヘドエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2553 ヤェろョエャツペルデ
ャセペデゼボキ (クダプダソホル 4) ツ.ノ.2562
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャダホレトオネヘデ
ツペェヘドユパろオタツペェヘドエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ クダプダソホル 2 ツ.ノ. 2559  
     4.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0891.3/ネ 118 ニキ
ネプタソホル 15 デェドヘオデ ツ.ノ. 2556 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキチサペダプセペセヘデドブャダホトダ
ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトトプキグホツヂミろバミキ
ビヘトマエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2553 ヤニブドブャダホトダェドブソドネキ
デパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャキペタャダホレトオネヘデツペェヘドユパろオタツペェヘドエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2553
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0891.3/ネ 3609 ニキネプタ
ソホル 24 デペゼマタヘトタ 2559  ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドギれヘトャダホレトオネヘデツペェヘド セヘデドブャダホトダ
ェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトパニプェャェスシゐェヘドギれヘトャダホレトオネヘデツペェヘドユパろオタツペェヘド
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2553 (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2559  
     6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.6/ネ
 146 ニキネプタソホル 23 デェドヘオデ 2560 ャドポルビキ ヤタネソヘキェヘドズヰヘャタペタキヘタャキペタビマズ
パタマタソプルネョチャダホレトトプキグホツヂミろバミキビヘトマ オタツペェヘド ヤニブヂミろチれネトャビズバゐ チドブギヰヘチホキダ
チドブデヘス ツ.ノ. 2560
     7.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0891.3/ネ 1502 ニキ
ネプタソホル 2 バペキパヘオデ 2559 ャドポルビキ ェヘドケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダチドブデヘスドヘト
ギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2560 ャキペタビマズパタマタオれヘユグろギれヘトバタプダバタマタェヘド
バドろヘキパニプェチドブェプタドヘトョズろヤェれヂミろバミキビヘトマ ヤニブドヘトェヘドャキペタビマズパタマタオれヘユグろギれヘトバタプダ
バタマタバネプバズペェヘドェヘドソヘキバプキオデユパろヤェれヂミろツペェヘドヤニブソマツツニテヘツ
     8.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.6/ネ
 684 ニキネプタソホル 21ェマデテヘツプタゾゐ 2562
     9.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 3886 ニキネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ104 ニヰヘズプダ
ソホル 21

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 81/86



ャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐ ギヰヘタネタ 66,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐソホルヤツソトゐドプダドビキヤニブソヰヘェヘドネペタペギクプト
ヤニろネ ュズトギれヘトャチリタドヘトャズポビタラニブ 500 ダヘソセれビオタ ギヰヘタネタ 8 オタセヘデダプコグホ
ドヘトグポルビソホルョズろドプダビタマデプセペギヘェヂミろダドペパヘド 
     セヘデドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.ェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドギれヘトャキペタバキャオドヘブパゐャツポルビェヘドトプキグホツエビキ
ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ. 2548 エろビ 16 ヤニブ エろビ 17  
     2.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.6/ネ
 1198 ニキネプタソホル 20 デペゼマタヘトタ 2560 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドセプレキキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2561 ャキペタビマズパタマタソプルネ
ョチ バヰヘパドプダバタプダバタマタェヘドギれヘトャキペタバキャオドヘブパゐャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐ
     3.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ
 3886 ニキネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2563 エビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565)パタろヘ103 ニヰヘズプダ
ソホル 16 

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 82/86



バヰヘドビキギれヘト ギヰヘタネタ 481,180 ダヘソ
ャツポルビギれヘトユタェドスホクマェャクペタソホルデホバヘゾヘドステプトャェペズ
エボレタ ャグれタ ネヘセテプト ビマソェテプト  ビプオオホテプト ヤニブテプトビポルタラ フニフ セヘデオネヘデギヰヘャチリタ ヤニブ
ャパデヘブバデソプタセれビャパセマェヘドスゐ  パドポビャツポルビダドドャソヘチプコパヘオネヘデャズポビズドろビタエビキ
チドブグヘグタパドポビェドスホソホルデホオネヘデギヰヘャチリタセろビキギれヘト  パドポビェドスホソホルデホパタプキバポビバプルキェヘド
ユパろャダペェギれヘトギヘェャキペタチドブャテソタホレ
     セヘデツドブドヘグダプココプセペヤニブパタプキバポビバプルキェヘド   ズプキタホレ
     1.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトオれヘユグろギれヘトャツポルビグれネトャパニポビチドブグヘグタ
セヘデビヰヘタヘギパタろヘソホルエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2560 ヤニブソホルヤェろョエ
ャツペルデャセペデ (クダプダソホル 2) ツ.ノ.2561
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ ソホル デソ 0313. 4 /ネ667ニキネプタ
ソホル 12 デホタヘオデ 2545 ャドポルビキ ェヘドグれネトャパニポビチドブグヘグタェドスホャェペズバヘゾヘドステプト
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ 
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2/ネ0684ニキネプタ
ソホル 8 ェマデテヘツプタゾゐ 2560         
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0808.2/ネ2145 ニキネプタソホル 11
 セマニヘオデ 2560  
     5.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.7/ネ
 6768 ニキネプタソホル 29 ツナノギペェヘトタ 2560   
     6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ
  0808.2.2/ネ 516 ニキネプタソホル 22 ェマデテヘツプタゾゐ 2561                          
     7.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.4
 /ネ 1632 ニキネプタソホル 4 デペゼマタヘトタ 2561          
     8.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0810.5/ネ
 4014 ニキネプタソホル12ゾプタネヘオデ 2561  
     9. パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.4/ネ 4182
  ニキネプタソホル 25 ゾプタネヘオデ  2561  
     10.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.5/ネ 305
  ニキネプタソホル 22 デェドヘオデ 2562  
     11.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.4/ネ 588
  ニキネプタソホル 13 ェマデテヘツプタゾゐ 2562  
     12.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0810.4/ネ 1273
  ニキネプタソホル 25 デホタヘオデ 2562  
     13.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0820.3/ネ 6884
  ニキネプタソホル 1 ャデハヘトタ 2562  
     14.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0808.2
/ネ 3886 ニキネプタソホル 28 デペゼマタヘトタ 2562 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2563 エビキビキオゐェドチェオドビキ
バれネタソろビキゼペルタ

ネプタソホルツペデツゐ : 16/8/2562  08:19:11 パタろヘ : 83/86



ドヘトギれヘトセヘデエろビヂミェツプタ
オれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘドギドヘギド ギヰヘタネタ 10,000 ダヘソ

ャツポルビギれヘトャチリタオれヘユグろギれヘトャェホルトネェプダェヘドギドヘギド  セプレキギれヘトギヘェャキペタドヘトョズろチドブャテソオれヘ
チドプダヂミろェドブソヰヘヂペズェゴギドヘギド セヘデギヰヘタネタソホルドプダギドペキエビキチホソホルヤニろネデヘ (ョズろドプダギドペキ
チホ 2558 ギヰヘタネタ 1,300 ダヘソ) バヘデヘドゼセプレキャツペルデギヘェドヘトョズろチェセペエビキャソノダヘニ
ョズろセヘデオネヘデギヰヘャチリタュズトョデれギヰヘェプズネキャキペタ  ャソノダヘニセプレキバデソダ  8,700
 ダヘソ  セプレキギれヘトャチリタオれヘギプズケポレビネプバズマビマチェドスゐ ユタェヘドズヰヘャタペタェヘドギプズェヘド
ギドヘギド ャグれタ ャオドポルビキパデヘトギドヘギド ヤヂキェプレタ バホフニ フ 
     セヘデパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタデヘェ  ソホル  デソ  0313.4 /ネ 3203
   ニキネプタソホル 4 セマニヘオデ 2539 ャドポルビキ ェヘドセプレキキダチドブデヘスヤニブャダペェャキペタオれヘユグろギれヘト
ユタェヘドギプズェヘドギドヘギド 
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 97 ニヰヘズプダ
ソホル 15

オれヘダヰヘドマキバプタタペダヘセャソノダヘニヤパれキチドブャソノョソト ギヰヘタネタ 26,260 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘダヰヘドマキバプタタペダヘセャソノダヘニヤパれキチドブャソノョソトセヘデドブャダホトダ
ェドブソドネキデパヘズョソトネれヘズろネトドヘトギれヘトエビキ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ェホルトネ
ェプダオれヘダヰヘドマキバデヘオデ ツ.ノ.2555 ヤニブエろビダプキオプダバデヘオデバプタタペダヘセャソノダヘニヤパれキ
チドブャソノョソト ツ.ノ. 2556 ェヰヘパタズネれヘバデヘグペェセろビキグヰヘドブオれヘダヰヘドマキユパろヤェれバデヘオデ
バプタタペダヘセャチリタドヘトチホセヘデャェスシゐソホルソホルチドブグマデユパコれャチリタヂミろェヰヘパタズ ュズトツペギヘドスヘ
ギヘェドヘトドプダギドペキチドブギヰヘチホソホルヂれヘタデヘエビキャソノダヘニ  トェャネろタャキペタェミろ ャキペタギれヘトエヘズ
ヤニブャキペタビマズパタマタソマェチドブャテソ ヤセれギブセろビキョデれタろビトェネれヘドろビトニブャノハパタボルキバれネタパェ
エビキキダチドブデヘスドヘトドプダズプキェニれヘネ ソプレキタホレョデれャェペタ  500,000 ダヘソ ュズトユタチホキダ
チドブデヘス 2563 オヰヘタネスョズろ  ズプキタホレ
ドヘトドプダセヘデキダチドブデヘスソプルネョチ チホキダチドブデヘス ツ.ノ.2561
 ギヰヘタネタ  30,695,000 ダヘソ
  パプェ  ドヘトドプダ  - ャキペタビマズパタマタソプルネョチ                      
                 15,720,903.311 ダヘソ
                         - ャキペタビマズパタマタドブダマネプセゼマチドブバキオゐ    -  ダヘソ   
ドヘトョズろセヘデキダチドブデヘスソプルネョチバヰヘパドプダオヰヘタネス                     
ギヰヘタネタ 15,720,093.31 ダヘソ
オヰヘタネスドろビトニブ 1/6 (1/6 x 1/100  =  0.00167)                    
ギヰヘタネタ  26,260  ダヘソ

ャキペタバデソダェビキソマタバネプバズペェヘドグマデグタ ギヰヘタネタ 50,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタオれヘバデソダェビキソマタバネプバズペェヘドグマデグタ ュズトトボズパニプェェヘドチドブグヘグタ
ビビデ 1 バれネタ ビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタバデソダ 1 バれネタ ヤニブドプザダヘニ 1
 バれネタ  ュズトゼポビチサペダプセペセヘデパタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホルデソ 0891.4/ネ
 2502              ニキネプタソホル 20 バペキパヘオデ 2553  
     ャチリタョチセヘデヤヂタツプジタヘソろビキゼペルタ(ツ.ノ.2561ฏ2565) パタろヘ 128 ニヰヘズプダ
ソホル 1 
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ャキペタバデソダパニプェチドブェプタバマエテヘツ ギヰヘタネタ 110,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタバデソダェビキソマタパニプェチドブェプタバマエテヘツユタドブズプダャソノダヘニ  ョデれ
タろビトェネれヘドろビトニブ 50 エビキオれヘダドペェヘドバヘゾヘドスバマエソホルョズろドプダギヘェェビキソマタパニプェ
チドブェプタバマエテヘツヤパれキグヘセペ 
     セヘデチドブェヘノ ヤニブパタプキバポビバプルキェヘド ズプキタホレ
     1.チドブェヘノオスブェドドデェヘドェヘドェドブギヘトビヰヘタヘギユパろ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 ャドポルビキ パニプェャェスシゐェヘドバタプダバタマタエビキビキオゐェヘドダドペパヘド
ギプキパネプズ  ャソノダヘニ ヤニブビキオゐェヘドダドペパヘドバれネタセヰヘダニユタェヘドユパろダドペェヘド
バヘゾヘドスブ ニキネプタソホル 23 ツナノギペェヘトタ 2552
     2.チドブェヘノオスブェドドデェヘドパニプェチドブェプタバマエテヘツヤパれキグヘセペ ャドポルビキ ェヘド
ェヰヘパタズパニプェャェスシゐャツポルビバタプダバタマタユパろビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタズヰヘャタペタキヘタ
ヤニブダドペパヘドギプズェヘドェビキソマタパニプェチドブェプタバマエテヘツユタドブズプダソろビキゼペルタパドポビツポレタソホル ツ
.ノ. 2557
     3.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトェヘドセプレキキダチドブデヘスエビキビキオゐェド
チェオドビキバれネタソろビキゼペルタャツポルビバデソダェビキソマタ  ツ.ノ.2561
     4.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ 0808.2/ネ 3616 ニキネプタソホル 24
 デペゼマタヘトタ 2559 ャドポルビキ ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペタビマズパタマタ
エビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ ツ.ノ.2559
     5.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ズれネタソホルバマズ ソホル デソ0891.3/ネ1263 ニキネプタ
ソホル 30 ツナハテヘオデ 2557  
     6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0808.2/ネ1201 ニキ
ネプタソホル 30 デペゼマタヘトタ 2553 ャドポルビキ バビダゼヘデェヘドセプレキキダチドブデヘスパデネズャキペタビマズ
パタマタエビキビキオゐェドチェオドビキバれネタソろビキゼペルタ
     7.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ  ソホル デソ 0891.3
/ネ 2199 ニキネプタソホル 10 ツナノギペェヘトタ 2552 ャドポルビキ ェヘドズヰヘャタペタキヘタェビキソマタパニプェ
チドブェプタバマエテヘツ
     8.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0891.3/ネ 1514
  ニキネプタソホル  26 ェドェゴヘオデ 2554  
     9.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ズれネタソホルバマズ ソホル デソ 0891.3/ネ
 1202 ニキネプタソホル 17 ェドェゴヘオデ 2557 ャドポルビキ ケプェケろビデヤタネソヘキェヘドギプズソヰヘキダ
チドブデヘスドヘトギれヘトチドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2558 ドヘトェヘドャキペタビマズパタマタソプルネ
ョチ : バヰヘパドプダバキャオドヘブパゐャダホレトトプキグホツヂミろチれネトャビズバゐヤニブェヘドバタプダバタマタェヘドダドペェヘド
バヘゾヘドスバマエ ヤニブドヘトェヘドドヘトギれヘトソホルャチリタテヘドブヂミェツプタ (ェヘドバダソダェビキソマタパニプェ
チドブェプタバマエテヘツ)

ャキペタグれネトツペャノハ ギヰヘタネタ 2,000 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタャキペタグれネトツペャノハエビキツタプェキヘタャソノダヘニ ニミェギろヘキチドブギヰヘ ヤニブ
ツタプェキヘタギろヘキ バプキェプズャソノダヘニセヰヘダニュェドェヤェろネ ェドスホャバホトグホネペセギヘェェヘドチサペダプセペ
ユタパタろヘソホルドヘグェヘド 
     セヘデェゴパデヘトヤニブパタプキバプルキェヘドズプキタホレ
     1.ツドブドヘグェナハゴホェヘ ェヘドギれヘトャキペタャズポビタ ャキペタチホ ダヰヘャパタリギ ダヰヘタヘコ ヤニブャキペタ
ビポルタユタニプェハスブャズホトネェプタ ツ.ノ.2535
     2.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホル デソ 0013.4/ネ1765 ニキネプタソホル  3
  デペゼマタヘトタ  2537
     3.パタプキバポビェドブソドネキデパヘズョソト ソホ デソ 0312/ネ1095 ニキネプタソホル 27
 ェプタトヘトタ 2525 ャドポルビキ ェヘドギれヘトャキペタャズポビタヤニブャキペタグれネトツペャノハユタェドスホ
ツタプェキヘタャソノダヘニゼボキヤェれオネヘデセヘト 
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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.) ギヰヘタネタ 297,230 ダヘソ
ャツポルビギれヘトャチリタ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.) ャツポルビグれネトャパニポビヤェれエろヘドヘグェヘドバれネタソろビキゼペルタ ャキペタグれネトツペャノハダヰヘャパタリギセェ
ソビズ ュズトゼポビチサペダプセペセヘデパタプキバポビソホル デソ 0808.2/ネ 2025 ニキネプタソホル 20
 デペゼマタヘトタ 2549 ュズトユパろャソノダヘニセプレキギれヘトユタビプセドヘドろビトニブ 2 エビキドヘトョズろュズト
ョデれドネデドヘトョズろツプタゾダプセド ャキペタェミろ ャキペタソホルデホヂミろビマソペノユパろヤニブャキペタビマズパタマタソマェグタペズ  
     セヘデツドブドヘグダプココプセペ ドブャダホトダヤニブパタプキバポビバプルキェヘドズプキタホレ
     1.ツドブドヘグダプココプセペ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 ツ.ノ.2500
     2.ドブャダホトダェドブソドネキデパヘズョソト ネれヘズろネトャキペ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 ツ.ノ.2546  
     3.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ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  ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.5/ネ 40 ニキネプタソホル 14 バペキパヘオデ 2558 ャドポルビキケプェ
ケろビデェヘドバれキ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 チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2559
     4.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ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  ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.5/ネ 41 ニキネプタソホル 14 バペキパヘオデ 2558 ャドポルビキケプェ
ケろビデェヘドバれキ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 チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ. 2559
     5.パタプキバポビバヰヘタプェキヘタ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  ズれネタデヘェ ソホル デソ 0808.5/ネ 28 ニキネプタソホル 21 ェドェゴヘオデ 2559 ャドポルビキケプェ
ケろビデェヘドバれキ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 チドブギヰヘチホキダチドブデヘス ツ.ノ.2560
    6.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0808.5/ネ3466 ニキ
ネプタソホル 29 セマニヘオデ 2561
    7.パタプキバポビェドデバれキャバドペデェヘドチェオドビキソろビキゼペルタ ソホル デソ 0808.5/ネ 2305 ニキ
ネプタソホル 26 ェドェゴヘオデ 2561
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