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① ���③ ��

資材名称 亢ｸ��ｦ��単位 �>�o8���ｴﾈﾝｨ挽�珊撥監 忠<�Db�②ゆ �;���購入先 �.�*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ騫�$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾙu"�備　考 
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1 

資材名称 亢ｸ��ｦ��嵐位 �>�o9�"��X倩ﾇ｢�憶鶉 們��|ﾈ���e�ｵ����ｹF�Tｹ7r��∴②/(D �"���蹄入先　、 �+X��廂oX,X,ﾈ��ﾝ�*ｩ��*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�

庁舎棟　_ �(云ｸｽ�8ｩ{b� �� �� �� ��

遥離手(側整形) ��e"ﾓ���{猛�・基 �� �� �� ����ﾈ,ﾈ竧処,�.it泳胃�,ﾈ��廂��$(�)Eﾂ�

避雷針(自由扮 ��e"ﾓ�����m � �� ���+yD�,ﾈ竧8��により資材の安両脚選可能 

アルミ導線 僞c���#R�囲 � �� ���+yD�,ﾈﾆ�.b�により資材の安価駒還す能 

アルミ導線取材金物 �8ｸ�ｴｨﾔｸ自w��圃 � �� ��處xﾟH,ﾈ竧盾�i三より賞揚の安価的 刋�ｾYEﾂ�

アルミ電線取付金物 �58ﾙﾉw���圃 � �� ���+yD�,ﾉ�ﾘ饕�こより資材の受嘲選可能 

丁型接続弼子 �4�8ｸ7��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧薰�こより資材の受師関連可能 

水切り端子 冽~8yWH�b�m音 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�こより資材の安価調 �'�)Eﾈ�Δ�

細説腺∴∴　メ �"�������爪 � �� ���+yD�,ﾉ~ﾘ*B�により資材の郵 �$(�)Eﾂ�

雪籠蔀とう蜜線芭 �,ｨ-x*(�X�(ﾙ雕Y�ﾃ#)-ﾆﾒ�圃 � �� ���+yD�,ﾈ竧8��こより資材の要田 ���)Eﾂ�

鉄骨用接続端子 ��ー牒 � �� ���+yD�,ﾉ4x*B�により適材の買価醍選句龍 

鉄筋接続晦子 ��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧饕�ほより賀材の安田詞選句餌 

暁子ボックス・ �)%ｸ�������y,(��5U2�通l � �� ���+yD�,ﾈ竧.��こより資材の貸席 ��8�){H42�

つば付　水切端子 �9(逢H��c�5��値上 � �� ���+yD�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ�����畏ﾂ�

接続ランプ ��箇 � �� ���+yD�,ﾉe��により凄材の安爛 亊(�)Eﾂ�

振節婦版 儘ジE�uｘ�緜���か扇 � �� ���+yD�,ﾈ神�により資財の安西調達司焼、 
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/色) ���③　、 ��

資材名称 劔�X��ﾌﾘ爾�単位 �>�o8���寤ﾜhｧ｢�見積嶺 (竹虫鍋餌署出頭) 冓�､r�②/① �"���聴入先 �*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�剳ﾎ∴考 

庁舎棟・ 劍�9¥�x膵ｵ"� �� �� �� ��� 

受電饉 劔{�$ｳ��面 �� �� �� �=�D�,ﾈﾆ因B�Iこより資材の安田調達司髄 � 

コンデンサー盤 剪�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�こより貿柘の要衝陶遥可読 � 

煙圧電獅埼盤　N0.」 剪�面 � �� ���+yD�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.鰻��ｨ,ﾈ�9����仞Xﾄb�� 

低圧電灯配電駐　N02 剪�市 � �� ���吋�,ﾈ竧ｷﾂ�iこより賞詞の安田関連可能 � 

低圧電灯配題鮭　N0.3 剪�面 � �� ���+yD�,ﾈﾌHﾘb�により賢材の受価謁澄可能 � 

蝉電 �9IG｢�盤　NO.1 ��’面 � �� ���+x�,ﾈ竧ｷﾂ�lにより資材 ��X�����ﾛｨ�)Eﾂ� 

抵圧電 ��蟹　N0.2 ��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧薰�旧より資材 ��6偃9��)��� 

憶圧電 ��蟹　NO‥3 ��面 � �� ���+yD�,ﾈ竧､ﾘ+�.h.磯�ﾝ��儂y{ﾈ�)���)Eﾂ� 

保安電 ��Y:驂ﾙGｩ6IMR���合 � �� ���=�D�,ﾈ竧処,�.h.��i�R��,ﾈ��廂o�{��)Eﾂ� 

田闘言∴∴ ∴くるq寄畑 鋳�ｨﾎｦ9�8��#��2���台 � �����������"� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.�=���,ﾉwh�Y(ｩ��)Eﾂ�� 

翻渥講罵謁紺05>3∞M 

雪諾擬素。糾一理 劔I�?ﾉ%��｣fｵh5ｳ������ｵd���(8Hｵ�7杏h�X�ｹ:亂ﾘ�ﾈ����ﾂ�台 � �� ���+yD�,ﾈﾆ姐ﾂ�により資材 �,ﾈ��蹣4��ｨ+yEﾂ� 

親臨同訓。捌き 劍�鰭尸��匹���B�台 � �� ���+yD�,ﾈｩ�,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��69+)$(�)Eﾂ�� 

欝総帥 劔��,IEｨ��EｩDb�台. � �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.�ｨﾝ�,ﾈ��y9��)Eﾂ�� 

爵圧進研げ潮60Hz用) 劍蜃(ﾆ��+X蔘bYmx*�.����R�台 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安価紀運可能 � 

高圧鞠馳ガ 剪j用 伜�6茨x+X+�h�)>){添H��諟����台 � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の安部調達可蝕 � 

巨M-I富徳繊 剴�+(尠ﾓ"�叩 � �� ����� 

:i∴“ヽ 

喜臆■■題題 劔mｩ��ﾉ|ｩ������ �� �� �� ��� 
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q〉 ��Xt��、③ ��

資材名称　∴ ��規　格 �%�犬�内訳害∴ 言己載顎∴ �-兩8ﾇ�Dﾒ�実無頼 (鑓直前線審も琉) �����③/① 俎y?ﾉ�b�’い価格での資材調達が可能な理 ���OX��ﾖﾂ�

庁舎楳’ 價ﾙ=B�薗　自家桑田駿府 �� �� �� �� ��

非常発電撒 們ｨ.�2�200V　40研く>A. ��B� �� �� ��兵卒の取引により資材の安価調達可能 ��

轍鮒l出し栢　音　く ��S鉄��b�舒���� �� 剴ﾐ年の取引により資材の安癒櫛遠可能 ��

裏」音 �� �� ��

子 �� �� ��

器題漢書漢書 �+Y����h�^h���� �� �� �� ��



様式-2の2

“⑩ ���〈㊤ ��

資材名称 亢ｸ尨����$ﾘ�����単位 ��y>�o9vR����閲H�處ﾂ�見敬額 (衿珊春め邪 ��)xｩ���*ﾙ$ﾘｼ餮xｷ"�②/① �r���購入先 柧���廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�){H,謁ﾒ�槻∴者 

庁舎棟. 儼�>�Ky_�,ｩvhﾆi�ﾙOR� �� �� �� �� 

賠報朋ガ瓢19〈幼、 添{店ｽ�*�(���gｲ�¥個1、 �� �� ��∴;〃i● �+yD�,ﾈ竧処,�.h.鰻��ｨ,ﾈ��廁ｾ���)Eﾂ� 

擬擬罵騒㈹ 簸���Y68��碓3��2�砥 � �� ���� 

脂散田削雑誌具 せ’註乃-∴†ナウくCA丁6)∴ �i?ﾈ���;3��2�.個 � �� ���� 

離籍罵競丁㊦ 傴�ｧH��ｭラ�2��、　m � �� ���� 

EM-悟班掠 �-ﾃVﾙ$�(���gｸ���R�、m、 � �� ���� 

蕩入線 ��m � �� ���� 

王M+押印ウ●木 �4�)｣cE�將�′　m � �� ���� 

高閣駒とう噂縄蕾 ��fﾖﾘ�����∴爪:∴ � �� ���� 

ねじ無し蜜線昏倒 ��X�ヶﾘｽ��∴m: � �� ���� 

ねじ蒸し駿宙㈲ �#Y-ﾆﾒ�“巾音 � �� ���� 

廓胞線曹炬l 冰紿ｽ�ﾘ,��:m:∴ � �� ���� 

硬質ビ封母線宙母国 乘�fﾙ����叩 � �� ���� 

波倒硬貨合成描脂割 填��巾 � 鳴� �� �� 

ケ中筋脚の形　音 澱絢�����m � �� ���� 

話題漢書題易 �� �� �� �� �� 



樺式-2の2

①　i　②　1　③　弓 

資材名称 亢ｸ��ｦ��単位 刪齠燒�D∴ 記録類 侈���｢�自])�(ﾕ9��)x*�謔�実蝕額 附孤羽東石鯛) �����③/① ��ｨ��ｶ�?ﾉ�b�乱¥価粗での資材調達が可能な理 

庁舎 俔ﾉ>�ﾏ�休ｴ)(�� � �� �� �� 

密語交換搬 丼y�Y'Ygｹ�ﾈ��6Hﾋ��Y'R�∵式 � �� �� 鳴� 

申ナログ÷賎電話抱　　. ��∴　台 剪� �� � 

多恨鰐密語授 ��台,・ 剪� �� � 

発善唐風鰹昏睡装置用PG ��武 剪� �� � 

巽琶階管理蓑田用ソフトウェ ブフ ��二エ ���� �� � 

19インチラック ��合 剪� �� � 

端手軽 �?ｩ*ﾂﾓ��面 剪� �� 剪ｷ年の取引こより寅材の安節減運可能 

端子蛙 �&偖ﾃ"�面 剪� �� 剴ﾐ年の取引により資材の安捌強固儀 

端手張 �&�)ｨ�c2��面 剪� �� 剽｠年の取引により賓掃滅安師貌連句艶 

端子鍾 ������� ���� �� 剴�ﾌ取訓こより蔑材iの安畷問達可能, 

弾手践 ��y)ｨ5｢� ���� �� 剪ｷ年の取訓こより資材の安田駒遠可能 

端手盤・ 几�)｢ﾓ8�����2�面 剪� ��:　　「 剪ｷ年の取訓こより資材の安師調達可能 

鵡手軽∴　↓ ��)､��,R�面 剪� �� 剪ｷ年の関lにより寅棺の安聞達可飴音 

璃子盤 乘��x�､��SB�面 剪� �� 剪ｷ年の駁訓こより鞠の安価掬選句麗 

端子薗 �48�y�ﾂﾓ��∴面∴ 剪� �� 剪ｷ軸卵婿碇より資材の要綱調達可能 

鎌手盤　- �,xﾖ(���面 剪� �� 剪ｷ年の取訓こより寅柏の安雄調選弛 

′ �� 
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① ���⑨、 ��

海相名称 刹K∴格 �%�犬��>�o8���ｴﾈﾝｨｧｲ�璃擬製主 們�5�ｶ��鳧鋹�ﾉ�侘8ｭ�:｢��②/① �"���購入先 �x��廂e�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�剩�@考 

庁舎 剳�煬�ｷ駿瞭 ���� �� �� ��� 

競手鑑 剋囃噬[ 冤｢��� �� ��● �+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により寅柘の安価睨蓮可能　こ � 

端子盤 �2丁-3 �冤｢�� �� ���+yD�,ﾉ4x*B�により資材の安田調達可能 � 

輯手鑑 �2丁OA・仁 �(h將�� �� ���+yD�,ﾈ竧羽�により賀積の安肺開運句読 � 

端子盤 剋ﾅ「O心2 冤｢�� �� ���+yD�,ﾈ竧蕀�ﾈ+�.h.�4ｸﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ�� 

端子輩 �8丁-1 冤｢�� �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�旧より資材の安聞達珂蟹 � 

蟻手鑑 �3丁-2 冤｢�� �� ���+yD�,ﾈ竧処+�.h.磯�ﾝ�,ﾉHﾙz9mｩ�ｨ+y^ｲ�� 

端子盤 �3丁-き 冤｢�� �� ���+x�,ﾈ竧ﾅ�+�.h.磯�ﾝ�,ﾉ�ﾘｭI+)$(�)Eﾂ�� 

端子盤 �3丁」M-1 侘2�� �� ��乂yD�,ﾈ竧8��により黄楊の安田曲 刋�ｾY�｢� 

鴇手鑑 �3丁OA1 冤｢� � �� ���+yG�,ﾈ竧ｷﾂ�により資材の妥面貌達可能 � 

端子蝕 �3丁OA軍2 帝l｢� � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�により適材の安田関連可能 � 

縫合饉∴蓬諮所 �����Wこ38○○H=之5【刀D⇒52〇、〇 6面上部ゲ外相 冤｢� � �� ���+yD�,ﾈ竧ｷﾂ�iこより資材の要衝灘蓮可能 � 

総合盤∴窃詰所(曹 ��W=18○○H=25○○D=520 3面、上部か外相音 冤｢� � �� ���+yD�,ﾉM�饕�により資材の要諦 假ﾉ4ﾘ�)Eﾂ� 

辞痴ソ汽融]丸井 ��勘鍬同一用6鍾初心 ��Y]��� �� ����� 

煙込tヅユラガヤツ抑ソじト(7“ レート枠付)/、 �6控4心〃 弌��� �� ����� 

モシ㌧ラか融]籾ト 剌ｰ用6樫4心 俔��� �� ����� 

巨M-旧電線 �5.5mm2∴ 猛�� �� ����� 

導入緑 � 猛� �� �� ����� 

EM十IE凹サル 儔高mm-2P 猛ﾂ�� �� ����� 

題■■題囲 剔ﾂ重畳星星型 ���� �� �� �����������掩"�� 
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①音　▲ ��b��b��(㊤ ��

資材名称 刹K∴粗 �%�犬�内訳軍 記載録 倬8���(斡欝纂,、 �����③/⑪ 俎y?ﾉ�b�堅甲価格での資材調達が可髄な理 �:怜子考　∴ 

庁舎棟 剿h犯・大過窒管理強清　人過重哲理殴橋 �� �� �� �� � 

l坊一養母 � 倩�� �� �� ��長年の頭割 �,�.h.�ｨｩｸ,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

」AN陸路¥ � 俾���� �� 剪ｷ年の取引により資材の安価掲蓮可能 � 

連動]湿す � ��B��� �� 剪ｷ年の敬呈 �,�.h.曳ﾈ,ﾈ��廁ﾄ�|�)Eﾂ� 

扉〕り恒す �4CH 俘r��� �� 剪ｷ蜜の敵う �,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廁ｧ>{��)Eﾂ� 

中ソト0ナ �8CH ��B��� �� 剪ｷ年の敬う �,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

重出弓“一 � 俘r��� �� 剪ｷ年の取董 �,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂mI��)Eﾈ��� 

虹「虹ダー 剿h海空 亊ﾂ��� �� 剪ｷ年の取… �,�.h.磯�ﾝ�,ﾉwh�Y+)$(�)Eﾂ� 

指透過認旺装置 � 帝�B��� �� 剪ｷ年の取写 �,�.h.鰻��ｨ,ﾈ��]駝�$(�)Eﾂ� 

Feし持抽斗 �15〇枚 兀���� �� 刳ﾘの敵う �+�.h.磯�ﾞ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

予情鼠 � 痛j｢��� �� 剪ｷ年の取弓 �+�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��廂�悪8�)Eﾂ� 

巨M �ｨﾌｴ8���)T��Q9mm-3P　戸田つ内(P千・CD) 刎｢��� �� � �����6ﾒ� 

EM-輪P圧手打 儔9mm→5P　EP肉(PF-CD〉’ 仗���� �� � � 

巨MU巾ケすか 僂飾5E　4P　戸圧慨(P千・00-　　」 �(b��� �� � � 

合成樹脂可こう埼弼腎∴ (P千里庖) 刮Bペい・埋め込み配酎6爪調 俟"��� �� � � 

禽欝篇呪う埴躍 刳Aペい・埋め込朗聴22叩m　　. �+"��� �� � � 

網膜㌢痢クス 剿рﾟ込み2他用∴1 侘(�R��� �� � � 
合成岡婿裂親荊’,飲 む互言付) 剿рﾟ込み　3園田 侘"��� �� �� �� 

∴∴> 剄綜｣重畳星型 �� �� �� �� � 
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写

材

田圃題易看漢図案音表題図書■ 

安材名称 刹K　格 �%�犬�∴∴内訳寝 語数額 侈僥ｨｧ｢�4�ｩ���ｹU9Tｸ炅��(霊鶉藍 �����③/① 俎y?ﾉ�b�氏い価格での資材調達が可能な理 

庁舎椋 剪�寢ﾄ視制御投瞭 �� �� �� �� 

瑳視襲国 ��壁的形FMP ���一�� �� �� ��長年の取訓こより翔の安価調達可能　- 

システム制御盤 刄vア況ティ押すメット霊性一店MS)、プア洲ティ ]ソ山一胸.0フェ)性情CP)、通悟馬周辺機器 俾������ �� 剪ｷ年の取引により資材の安師陶遥可能1 

書 � �� �� �� �� 

アナンシ �4x�X5�� 冤｢�i i �� �� ��長年の取引により資材の要爛選可能 

αc声 �2KVA 侭�B��� �� ��長軍の取引により資材の安田調達可能 

リモートステ÷ジョン � 冤｢��� �� 剪ｷ年の取引により資材の安価調達可能 

リ千二ト∴ �6X�ｸ5x8x98�R�屋外自立盤収納　∴ 冤｢��� �� 剴ﾐ年の取訓こより貧村の安価調達可飽　二 

EM○○敏 倬ﾘ�������昌幸叩叩之「8〇・ ����r��� �� � 

巨M-FC 仍�X蹂��8ｳｲ�1.2m同-3p. �+"��� �� � 

EM-戸CP撞けん �1.2調m-5申 仗���� �� � 

( 

臆章 �� ��(��ｲ� 
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‾‾‾‾「要二二「二二　　　i　③　l 

資材名称 剞e∴上梓 �%�犬�内訳革 認識額 凉頷��ﾂ�船繋覿, �����∴③/①∴ 俎y?ﾉ�b�度し、価格での資材調達が可能な理 

屋外 剳�熾薄ｧ軸色　趣鵬l込み �� �� �� �� 

コツ卯-ト柱 �1、2m「9cm-5KN 冏ｲ� �� �� �� 

音　嘩引込幽冥荷開閉器 刹r駐姐じん出獄童心ト]-ソロ出璃V「∴しA▲ ��ｨ�"��� �� 剪ｷ年の取引により資材の安随調達可能 

音lPA勃 剴熨氈�綷�ｫ　ス丹頂裂　3○○A 併?��｢�

附ド寸胴2(X)×12○○× 1200日 剄槙乏2K60 兢��了 �� �� �� 

期 ���R�8叩「l「2　∴ 猛��� �� � 

iM 冑磯���ｨｲ�14汁I爪2 木�b��� �� � 

iM 冉�,"�3さmm2 木�ﾂ��� �� � 

ーM 悩�杏��60mm2 ��vﾒ��� �� � 

6K>　巨M℃ビ「ケサ九ト �100mm2 猛� �� �� � 

日周℃縫叩●ん 刹}きm調2」3C 几問�� �� �� � 

圭 �8汯ｬ8/��5.5mm芝崎C ���ﾒ��� �� � 

破溜徳富賭し:n �25 猛��� �� � 

予フ‾ル保額田合成樹軍 穀離嘗(Gし:調∴“ �8之音 猛��� �� � 

澤謂蝿樹脂 剳n○○ ��2��� �� �� 

毅討取鎮台灰樹脂督 (円三P) �50 蒙ﾂ��� �� � 

寂何頭賞合成樹脂琶 (FEP)、 �1町 仗���� �� �� 

譜†> �1(場面2屋外 兀r��� �� � 
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田園圃表書■器国書題■漢重田園 
一資材名称 刹K」格1 �%�犬�内訳書 ¥読賊嶺 侈���｢�ｯh�����ﾉ�)Tｸ挽��く憾酪 �����③/① 俎y?ﾉ�b�い価格での資材調達が可能な理 

屋外 剞ｸ肉配堪線路i外灯 �� �� �� �� 

LED灯　酌32W 儉SSIMP/RP-8〔XroLM　しE9 假ﾂ� �� �� ��b�長年の取引により資材の安師謁邁可能 

屋外」巨D灯　P200 凾ｵ巨D2(卿形　ポール了6め3.5爪、 侘(����� �� 剪ｷ年の取引により適材の安価調達可能 

犀外し巨D灯　下乱写 凵vED4.8W刀」テンライト しP丁イセ鵜OしM 倬B��� �� 剪ｷ年の取引により資材の安田調達可能 

朔●ラ勅チ爆風利一ト】 �1P　車浦　和膿 侘R"��� �� � 

換舞扇削一剛坊∴∴ 凾､CPV ��ﾂ��� �� � 

防水コソ幽庵曲 �2P15AX2〈触蝿、捜通嫌的汀25> 侘X����� �� � 

ルド丸胴旬か 僣2-9繊樹R-60形旛謳蝉 �.｢��� �� � 

ナ0朔l井礼帽輝拝聞 儡8Kト60 �ｨ��]���� �� � 

EM-旧電線: �1・6mm 猛���� �� � 

EM〇〇割サル/ �55調m2-3〇・ �$���� �� � 

EM-〇日手打 兮5巾爪2置3ら. ��fﾒ��� �� � 

厚絢電線曹㈲ 剩Vとmm �?���{ﾂ��� �� � 

雄雌書　棚・茎 膚戸P)∴∴∴《 �80 猛���l∴∴“ �� � 

金属製筏出的琳 ��R�25凶1砥用1万世 侘R��� �� � 

金厨製密田海チ ��｢�25【2捌「燭周2方出 �,ﾒ��� �� � 

金属製薙鴇丸形 冲X鶯��之5(2aう方出 帝]���� �� � 
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①㌧ 冑著�b�■③ ��

資材名称音 亢ｲ驃b�単位 �>�o8���ｨｴﾈﾙ)}��(約藷 傅ﾈﾙX������②/① �"���購入先　　人 �*(廁ｦ�,X,ﾈ��ﾝ�+)$(*ｨ�)Eﾈ,謁ﾒ�備　考 

畳外 ���?y�xﾎﾙH���Di�YZ���ﾌ�� �� �� �� �� 

開閉器海手投影〉 番44#%���S��e�州�固 �� �� �� �� 

LED灯　R482W 版54ﾕ��%��4��ﾘ��ﾄS��個 � �� ���+yD�,ﾈ竧処蓼.h.�<(ﾝ�,ﾈ��廂+)$(�)Eﾂ� 

肋.ラス高手(金駒川十村) �*E��T��(��ﾇh兊�回 � �� ���� 

コツかト(金属7’トト聞 刋�w�ﾆ�%��T���S�#S��2�腫I � �� ���� 

防水コツ妙ト(懇出) �%��T��(奠��;8�Y��&�&X訷.C�#Ub�個 � �� ���� 

田川巨経線 ��綰ﾖﾒ�肌 � �� ���� 

巨M∴C巨ケ一打 �6ﾈ�ﾖﾓ(�S$8���巾 � �� ���� 

ねじ塙し電線管〈占 �#Y+&貭�叩 � �� ���� 

金屡製露出大在郷士鉱 �).��(ﾅ��ﾌ)¥ｨ*因��圃. � �� ���� 

金属襲撃撒布紺朋、∴ �#X,ﾘ-��ﾌ)w�){968�r�’闇 � �� ���� 

金属製露出丸形両独 �#XﾛF��yiﾈ������風 � �?���������������� ���� 

金層製露出丸湖、躯’ �#X��#.���因��個 � �� ���� 

ノ砺ブリ人きき形的那 (S=S】 �#���#����"絢��圃 � ���������� ���� 

フ同村ブタ相接地端部巨乱 ��個 � �� ���� 

優艶団順酢帰朝● 俘ﾈﾔ��侘(*�+ﾘ.���回! � �� ���=�D�,ﾈ竧処,�.h.磯�ﾝ�,ﾈ��蹣+)$(�)Eﾂ� 

〉 �� �� �� �� 

i �� �� �� �� 


