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戄嬝尟屙剮卭幛懜崽60罰ワ卹剮霸癩棫梆朮
糫糫范ワ 糫腎幣ワ

真焚 埠呟 ̇呟橲蕁 糫糫糫恠呟
桧塘 桧塘 糫糫桧塘 糫糫糫桧塘

獒菟ワĚ劺𠠇𠠇傱匵剷𠫓劻設
̇呟 冃关儗傱㓇

冃厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 歾汔棵椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃关 剷劘厤𠢹劺𠢹 𠔉冋冋犄𠔉㒼㓇 冘关冘冃

剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨欻剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺𠠺 𠔉冋冋犄𠔉㒼㓇 冘𠔉冣冭
剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨汔剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺卺 𠔉冋冋犄𠔉㒼㓇 㒼㓇冋㓇
剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉冋冋犄𠔉㒼㓇 㒼冭冃㒼

冃冘𠔉𠔉 歾汔棫椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓 劊 𠠇劄剷儗劤卺劘冃𠔉 剷劘厤𠢹劺𠢹 𠔉冋冋犄𠔉㒼𠔉 㒼冋关㒼
剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨欻剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺𠠺 𠔉冋冋犄𠔉㒼𠔉 㒼冃冃𠗖
剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨汔剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺卺 𠔉冋冋犄𠔉㒼𠔉 㒼𠔉𠔉𠔉
剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉冋冋犄𠔉㒼𠔉 冋冭冋冋

㒼厷𠠇
冃冘𠔉𠔉 歾汔棫椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃冘 剷劘厤𠢹劺𠢹 𠔉𠔉𠗖犄𠔉关冣 㒼冣㒼㓇

剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉𠔉𠗖犄𠔉关冣 㒼𠔉冭冣

̇呟 冃关儗傱冘
寗抨廑捱嵾怇懨
冃冘𠔉𠔉 歾汔棫椳栨櫈剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃𠔉 剷勑厤𠢹劺𠢹 𠔉㒼关犄𠔉㒼㒼 冘𠔉𠗖冘

剮剮劊剮剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷勑厤𠢹劺 𠔉㒼关犄𠔉㒼㒼 㒼冭关㒼

獒菟ワĚ劺𠠇𠠇傱匵剷𠫓劻設 ̇呟 冃关儗傱关
冃厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 歾汔棵椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃关 剷劘厤𠢹劺𠢹 𠔉关冭犄𠔉冋冃 冘𠔉冣冭

剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨汔剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺卺 𠔉关冭犄𠔉冋冃 㒼冭㓇关
剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉关冭犄𠔉冋冃 㒼冣冋㓇

冃冘𠔉𠔉 歾汔棫椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃𠔉 剷劘厤𠢹劺𠢹 𠔉冃关犄𠔉㒼𠔉 㒼冃冃𠗖
剮剮劊剮剮廑捱尶憸抨汔剮捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺卺 𠔉冃关犄𠔉㒼𠔉 冋𠗖㒼冋
剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉冃关犄𠔉㒼𠔉 冋㓇𠔉𠔉

㒼厷𠠇
冃冘𠔉𠔉 歾汔棫椳栨剮廑捱尶憸抨毹剮捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤卺劘冃冘 剷劘厤𠢹劺卺 𠔉𠔉𠗖犄𠔉关冣 㒼冘冣冃

剮剮劊剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤𠢹劺 𠔉𠔉𠗖犄𠔉关冣 㒼关冘冃

̇呟 冃关儗傱关
冃厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 汒浡棵椳栨剮廑捱尶憸抨毹傱捓捓捓捓冣剷厤 𠠇劄剷儗劤劤𠢹关𠔉厷 剷厷厤劤勑𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 㒼𠗖𠔉冘

汒浡棵椳栨剮廑捱尶憸抨汔捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷厤劤勑卺 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 㒼㒼冭冣
汒浡棵椳栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷厤劤勑 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 㒼冋㓇关

㒼厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 汒浡棵椳栨傱㖦咕唁毹傱姱奙尟屙 冣剷厤 𠠇劄剷儗劤劤𠢹关冣厷 剷厷厤劤勑𠢹 𠔉𠔉冋犄𠔉㒼𠔉 冘冋㓇关

汒浡棵椳栨剮廑捱尶憸抨毹傱捓捓捓捓劊 𠠇劄剷儗劤劤𠢹关冘厷 剷厷厤劤勑𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 冘关㒼冋
汒浡棵椳栨剮廑捱尶憸抨汔捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷厤劤勑卺 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 㒼冭关㒼
汒浡棵椳栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷厤劤勑 𠔉𠔉关犄𠔉㒼𠔉 㒼冣关𠗖

籭皪絜艠秭笭籭皪絜艠秭笭籭皪絜艠秭笭籭皪絜艠秭笭 ̇呟 冃关儗傱㒼
僄冃关儗关𠔉

冃厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 汒浡椗椳栨咮剮廑捱尶憸抨毹傱捓捓捓捓劂𠫓厤 𠠇剷剷儗劤𠬝𠢹关𠔉厷 剷厷叀劤勑𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉关冣 冘冭关㒼 僄

汒浡椗椳栨咮剮廑捱尶憸抨汔捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑卺 𠔉𠔉关犄𠔉关冣 冘冃㓇冣 僄
汒浡椗椳栨咮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑 𠔉𠔉关犄𠔉关冣 冘关𠗖𠔉 僄

㒼厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 汒浡椗椳栨咮傱㖦咕唁毹傱姱奙尟屙 劂𠫓厤 𠠇剷剷儗劤𠬝𠢹关冣厷 剷厷叀劤勑𠢹 𠔉𠔉冋犄𠔉冋冃 冣关𠗖𠔉

汒浡椗椳栨咮剮廑捱尶憸抨毹傱捓捓捓捓劊 𠠇剷剷儗劤𠬝𠢹关冘厷 剷厷叀劤勑𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉冭冃 冘𠗖冘冃
汒浡椗椳栨咮剮廑捱尶憸抨汔捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑卺 𠔉𠔉关犄𠔉冭冃 冘㓇关𠔉
汒浡椗椳栨咮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑 𠔉𠔉关犄𠔉冭冃 冘㒼冃𠗖
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霸癩梆榨朮
糫糫范ワ 糫腎幣ワ

真焚 埠呟 ̇呟橲蕁 糫糫糫恠呟
桧塘 桧塘 糫糫桧塘 糫糫糫桧塘

菟ワ櫉沴櫉幪彍設 ̇呟 关𠗖儗傱关
𠍱⎡呟34袗关𠗖儗傱冣僔

冃厷𠠇
冋𠔉𠔉𠔉 氉櫈棵栨栨澮汒傱妳姸懨幪巇幛𠥼 剷厤 傱厤剷儗勊劂劤关关 剷劘剷㕝劺叀 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 㒼冋冋𠔉

氉櫈棵栨栨剮妳姸懨幪巇幛𠥼剮 劊 剮剮剮劊 剷劘剷㕝劺厷 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 㒼冃𠔉𠔉
剮剮劊剮剮剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘剷㕝劺 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 㒼𠔉冘𠔉

冃冘𠔉𠔉 氉櫈棫椳栨澮汒傱妳姸懨幪巇幛𠥼 剷厤 傱厤剷儗勊劂劤关𠔉 剷劘剷𠫓劺叀 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 㒼𠔉冘𠔉
氉櫈棫椳栨剮妳姸懨幪巇幛𠥼剮 劊 剮剮剮劊 剷劘剷𠫓劺厷 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冋冭冃𠔉
剮剮劊剮剮剮剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘剷𠫓劺 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冋冘冭𠔉

㒼厷𠠇
冃冘𠔉𠔉 氉櫈棫椳栨欻炰爗煅妳姸懨幪巇幛𠥼 剷厤 傱厤剷儗勊劂劤关冘 剷劘𠥼𠫓劺厷 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 㒼𠔉冃𠔉

剮剮劊剮剮劊傱捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷劘𠥼𠫓劺 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 冋㓇冭𠔉

菟ワ幪彍設 ̇呟 关𠗖儗傱关
𠍱⎡呟34袗关𠗖儗傱冣僔

冋𠔉𠔉𠔉 橱澮傱棵栨栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱厤剷儗勊劂劤关关 劂劘剷㕝劺 𠔉𠔉㓇犄𠔉关𠗖 㒼𠔉冃𠔉
冃冘𠔉𠔉 橱澮傱棫椳栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱厤剷儗勊劂劤关𠔉 劂劘剷𠫓劺 𠔉𠔉冋犄𠔉冋㒼 冋冣冣𠔉

橱澮傱棫椳栨剮姱戄嫪抨屙氬剮捓捓 劊 剮剮剮劊 劂劘剷𠫓劺 𠔉𠔉冋犄𠔉冋㒼 冋㒼冃𠔉
橱澮傱棫椳栨剮欻哱啁唁剮捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱厤剷儗勊劂劤关冘 劂劘𠥼𠫓劺 𠔉𠔉冭犄𠔉冃冃 冋𠗖冣𠔉
橱澮傱棫椳栨剮欻炰爗煅傱姱戄嫪抨屙 劊 剮剮剮劊 劂劘𠥼𠫓劺 𠔉𠔉冭犄𠔉冃冃 冋冭㒼𠔉

̇呟 关𠗖儗傱关

冃厷𠠇
冋𠔉𠔉𠔉 棵栨栨欿恉戄愪奙愶捓捓捓捓捓捓捓捓捓剷厤 𠠇劄剷儗劤卧叀关冃关 剷劘厤厴劺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冋㒼冘𠔉

棵栨栨欿剮汔廔巇嬸捱尶剮捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤㕝劺卺 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冋冋冃𠔉
棵栨栨欿捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劊 剮剮剮劊 剷劘厤㕝劺 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冋𠔉冘𠔉

冃冘𠔉𠔉 棫椳栨欿剮毹廔巇嬸捱尶剮捓捓 剷厤 𠠇劄剷儗劤卧叀关冃𠔉 剷劘厤㕝劺𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃𠗖冘𠔉
棫椳栨欿剮汔廔巇嬸捱尶剮捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤㕝劺卺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃㓇冋𠔉
棫椳栨欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤㕝劺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃冣冃𠔉
棫椳栨欿剮欻廔巇嬸捱尶剮捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘厤㕝劺𠠺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃冋冣𠔉

㒼厷𠠇
冃冘𠔉𠔉 棫椳栨欿傱𠠺哱啁唁傱毹廔巇嬸捱尶 剷厤 𠠇劄剷儗劤卧叀关冃冘 剷劘剷㕝劺𠢹 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冋冃冘𠔉

棫椳栨欿傱𠠺哱啁唁傱捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷劘剷㕝劺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃𠗖冃𠔉
棫椳栨欿傱𠠺哱啁唁傱欻廔巇嬸捱尶 劊 剮剮剮劊 剷劘剷㕝劺𠠺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉冘 冃冣冣𠔉

̇呟 关𠗖儗傱𠗖

冃厷𠠇
冋冘𠔉𠔉 棵椳栨欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 𠠇劄剷儗劤劤剷关𠔉 剷厷厤𠦝勑 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 冋关冭关
冃㒼𠔉𠔉 棫椗栨欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劂𠫓厤 𠠇劄剷儗剷匵剷关𠔉 剷厷叀𠦝勑 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冃冭冃㒼

棫椗栨欻剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 冃冘㓇关
棫椗栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷叀匵勑 𠔉𠔉冋𠏹傱傱𠔉𠔉㒼 冃㒼冋㓇

㒼厷𠠇
冃㒼𠔉𠔉 棫椗栨欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓劂𠫓厤 𠠇劄剷儗剷匵剷关冘 剷厷叀𠦝勑 𠔉𠔉冘𠏹傱傱𠔉𠔉冣 冃㓇㒼㓇

棫椗栨欻剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷叀劤勑 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冃 冃冭㓇关
棫椗栨剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 剮剮剮劊 剷厷叀匵勑 𠔉𠔉冋𠏹傱傱𠔉𠔉㒼 冃冣冋㓇

̇呟 关𠗖儗傱关
𠍱⎡呟34袗关𠗖儗傱冣僔

冃厷𠠇
冃冘𠔉𠔉厤 棫枵椳澮汒枱沴剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱劤劺儗勊㕝叀关关𠔉厷 剷厷𠥼𠫓㕝 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冋㒼冣𠔉
冃冘𠔉𠔉 棫枵椳澮汒枱汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱厤剷儗勊㕝叀关关𠔉厷 剷厷剷卺劺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冃𠗖㓇𠔉
冃𠔉𠔉𠔉 棫枵栨澮汒剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱厤剷儗劤叀关关𠔉厷 剷厷𠥼卺勑 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冃㒼冃𠔉
㒼厷𠠇
冃冘𠔉𠔉 棫枵椳澮汒枱汔剮欻炰爗煅剮捓捓捓捓 剷厤 傱厤剷儗勊㕝叀关关冘厷 剷厷𠥼卺𠠺 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冋冃冘𠔉
冃𠔉𠔉𠔉 棫枵栨澮汒剮欻炰爗煅剮捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱厤剷儗劤叀关关冘厷 剷厷𠥼卺勑 𠔉𠔉关犄𠔉𠔉㒼 冃冭冃𠔉
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霸癩棫栨朮
糫糫范ワ 糫腎幣ワ

真焚 埠呟 ̇呟橲蕁 糫糫糫恠呟
桧塘 桧塘 糫糫桧塘 糫糫糫桧塘

̇呟 冃𠔉儗关𠔉
冃厷𠠇
关㓇𠔉𠔉 梆楥欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劂𠫓厤 傱𠠇劄剷儗勊劂关关 𠠺𠠇卺剷卧劺㕝劂 关冃𠗖犄关冭㒼 关𠗖关冃
关冘𠔉𠔉 梆椳欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱𠠇劄剷儗劂关关 𠠺𠠇厴剷卧劺㕝劂 冃㒼关犄冃㓇㒼 关冭㒼冃

梆椳氄剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧劤㕝劂 冃𠔉𠗖犄冃冃㒼 关冣𠔉冭
梆椳汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧𠠇剷劂 关𠗖冋犄冃𠔉冋 关冋𠗖𠔉

㒼厷𠠇
关冘𠔉𠔉 梆椳氄剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱𠠇劄剷儗匵劂关关 𠠺𠠇厴匵卧劤剷劂 关关冋犄关冃㓇 关冭㓇冃

梆椳汔剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴匵卧𠠇剷劂 𠔉𠗖冭犄关𠔉㓇 关冣𠔉冭

̇呟 冃𠔉儗傱关
冃厷𠠇
关㓇𠔉𠔉 梆楥欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劂𠫓厤 傱𠠇劄剷儗勊劂关关 𠠺𠠇卺剷卧劺㕝劂 关冃𠗖犄关冭㒼 关㓇冘冃
关冘𠔉𠔉 梆椳欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱𠠇劄剷儗劂关关 𠠺𠠇厴剷卧劺㕝劂 冃㒼关犄冃㓇㒼 关冭㒼冃

梆椳氄剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧劤㕝劂 冃𠔉𠗖犄冃冃㒼 关冘冘冃
梆椳汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧𠠇剷劂 关𠗖冋犄冃𠔉冋 关冋𠗖𠔉

㒼厷𠠇
关冘𠔉𠔉 梆椳氄剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱𠠇劄剷儗匵劂关关 𠠺𠠇厴匵卧劤剷劂 关关冋犄关冃㓇 关冭关𠔉

梆椳汔剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴匵卧𠠇剷劂 𠔉𠗖冭犄关𠔉㓇 关冘𠗖𠔉

̇呟 冃𠔉儗关𠔉

冃厷𠠇
关㓇𠔉𠔉 梆楥欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劂𠫓厤 傱𠠇劄剷儗卺勊劂关关 劄𠠇卺剷卧劺㕝劂 𠔉冣冘犄𠔉㓇㓇 关𠗖㓇冭
关冘𠔉𠔉 梆椳欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱𠠇劄剷儗卺劂关关 劄𠠇厴剷卧劺㕝劂 关冋关犄关冘𠔉 关冭𠗖冭

梆椳氄剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧劤㕝劂 关关冘犄关冃冃 关冣冋冭
梆椳汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧𠠇剷劂 关𠔉冭犄关关关 关冋𠗖𠔉
梆椳檯剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧剷剷劂 关𠔉冋犄关𠔉冣 关冃冣𠔉

㒼厷𠠇
关冘𠔉𠔉 梆椳氄剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱𠠇劄剷儗卺匵劂关关 劄𠠇厴匵卧劤剷劂𠔉冘冭犄𠔉冣㒼 关㓇关冃

梆椳汔剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴匵卧𠠇剷劂𠔉㒼𠗖犄𠔉冘冘 关冣𠔉冭

̇呟 冃𠔉儗傱关
冃厷𠠇
关㓇𠔉𠔉 梆楥欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劂𠫓厤 傱𠠇劄剷儗卺勊劂关关 劄𠠇卺剷卧劺㕝劂 𠔉冣冘犄𠔉㓇㓇 关㓇㒼冃
关冘𠔉𠔉 梆椳欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱𠠇劄剷儗卺劂关关 劄𠠇厴剷卧劺㕝劂 关冋关犄关冘𠔉 关冭㒼冃

梆椳氄剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧劤㕝劂 关关冘犄关冃冃 关冘㓇冃
梆椳汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧𠠇剷劂 关𠔉冭犄关关关 关冋𠗖𠔉
梆椳檯剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴剷卧剷剷劂 关𠔉冋犄关𠔉冣 关冃冣𠔉

㒼厷𠠇
关冘𠔉𠔉 梆椳氄剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 剷厤 傱𠠇劄剷儗卺匵劂关关 劄𠠇厴匵卧劤剷劂𠔉冘冭犄𠔉冣㒼 关冭㒼𠔉

梆椳汔剮𠠺卂厴卧剮捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 劄𠠇厴匵卧𠠇剷劂𠔉㒼𠗖犄𠔉冘冘 关冘𠗖𠔉

̇呟 冃𠔉儗傱关
僄冃𠔉儗关𠔉

冃厷𠠇
关冣𠔉𠔉 梆椸汒涹剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 冘勷厤 劂劄剷儗㕝劘关关 𠠺𠠇厤剷卧厴𠠺劘 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冣 关冘𠗖冘 僄

梆椸浡剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厤剷卧卺𠠺劘 𠔉𠔉关𠏹傱傱𠔉𠔉冋 关冋㒼冃 僄
关冘𠔉𠔉 梆椳汒浡剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劂𠫓厤 𠠇劄剷儗劘关关 𠠺𠠇厴剷卧劤㕝劘𠔉㒼冋𠏹傱傱𠔉㒼冘 关冣冭𠔉

梆椳汒汔剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧𠠺㕝劘 𠔉㒼𠔉𠏹傱傱𠔉㒼冃 关冘𠔉𠔉
梆椳欿剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧劘㕝劘 𠔉冋冭𠏹傱傱𠔉冋𠗖 关冘𠔉𠔉
梆椳浡剮捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧𠠇㕝劘𠔉冋㒼𠏹傱傱𠔉冋冣 关冋冋冃
梆椳浡剮欻廔巇嬸捱尶剮捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴剷卧劂㕝劘𠔉冋关𠏹傱傱𠔉冋冋 关冃𠗖𠔉

㒼厷𠠇
关冘𠔉𠔉 梆椳欿剮欻氍沬汒剮捓捓捓捓捓捓捓捓剷厤 𠠇劄剷儗匵劘关关 𠠺𠠇厴匵卧劘剷劘𠔉冋关𠏹傱傱𠔉冋冋 关冣𠗖冭

梆椳浡剮欻氍沬汒剮捓捓捓捓捓捓捓捓 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴匵卧𠠇剷劘𠔉冃㓇𠏹傱傱𠔉冋𠔉 关冘冃𠗖
梆椳浡剮欻氍沬汒傱𠠺廔巇嬸捱尶 劊 傱傱傱傱傱傱傱劊 𠠺𠠇厴匵卧劂剷劘𠔉冃冘𠏹傱傱𠔉冃冭 关㒼㓇冭
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⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎜
䎕䎺䎧
䎕䎓䎓䎓 䮆䭫䮞䰞䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎙䎰䎷 䎃䎤䎥䎤䎐䎩䎧䎕 䎷䎼䎵䎰 䎓䎓䎔䎏䎃䎃䎓䎓䎕 䎕䎚䎓䎓

䯾䯺䯼䰓䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎩䎧䎕 䎪䎯䎤 䎓䎓䎜䱊䎓䎔䎖 䎕䎔䎘䎓
䎔䎛䎓䎓 䯽䯺䰄䰓䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎩䎧䎔 䎪䎯䎤 䎓䎕䎜䱊䎓䎖䎔 䎕䎓䎘䎓

䯽䯺䰄䰓䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎪䎤 䎓䎖䎔 䎔䎛䎛䎓

䎔䎖䎓䎓 䰙䰤䰟䰠䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎦䎹䎷 䎃䎧䎤䎤䎐䎩䎧䎖 䎰䎻䎶䎷䎫 䎓䎔䎚䎏䎃䎃䎓䎕䎓 䎕䎚䎕䎓
䰙䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎰䎻䎫 䎓䎔䎖䱊䎓䎔䎙 䎕䎖䎗䎓
䰙䰤䰎䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎰䎻䎥䎫 䎓䎔䎔䎏䎃䎃䎓䎔䎕 䎕䎔䎛䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔

䎕䎓䎓䎓 䮆䭫䮞䰞䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎙䎰䎷 䎃䎤䎥䎤䎐䎩䎧䎕 䎷䎼䎵䎰 䎓䎓䎔䎏䎃䎃䎓䎓䎕 䎕䎚䎓䎓
䯾䯺䯼䰓䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎩䎧䎕 䎪䎯䎤 䎓䎓䎘䱊䎓䎓䎛 䎕䎔䎘䎓

䎔䎛䎓䎓 䯽䯺䰄䰓䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎩䎧䎔 䎪䎯䎤 䎓䎔䎔䱊䎓䎔䎗 䎕䎓䎘䎓
䯽䯺䰄䰓䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎪䎤 䎓䎓䎚䱊䎓䎔䎓 䎔䎛䎛䎓

䎔䎖䎓䎓 䰙䰤䰟䰠䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎦䎹䎷 䎃䎧䎤䎤䎐䎩䎧䎖 䎰䎻䎶䎷䎫 䎓䎓䎚䱊䎓䎔䎓 䎕䎗䎙䎓
䰙䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎰䎻䎫 䎓䎓䎖䎏䎃䎃䎓䎓䎙 䎕䎖䎗䎓
䰙䰤䰎䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎰䎻䎥䎫 䎓䎓䎔䎏䎃䎃䎓䎓䎕 䎕䎔䎛䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔
䎕䎺䎧 䎋⽼ᄁ⚳ᦼ䎕䎓䎐䎃䎙䎌
䎔䎘䎓䎓 䎺䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎥䎔 䎺䎺䎫 䎓䎔䎙䎏䎃䎃䎓䎔䎚 䎔䎙䎘䎓

䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎻䎫 䎓䎔䎛䱊䎓䎕䎔 䎔䎙䎕䎓
䰍䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤䎫 䎓䎔䎗䎏䎃䎃䎓䎔䎘 䎔䎗䎛䎘

䎗䎺䎧
䎔䎘䎓䎓 䎺䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎥䎕 䎺䎤䎫 䎓䎔䎙䎏䎃䎃䎓䎔䎚 䎔䎛䎖䎓

䰍䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎼䎫 䎓䎔䎗䎏䎃䎃䎓䎔䎘 䎔䎙䎙䎘

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔
䎕䎺䎧 䎋⽼ᄁ⚳ᦼ䎕䎓䎐䎃䎙䎌
䎔䎘䎓䎓 䰣䫹䰟䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎮䎔 䎺䎺䎶䎫 䎓䎖䎖䱊䎓䎗䎓 䎔䎙䎗䎓

䰣䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎺䎫 䎓䎖䎖䱊䎓䎗䎓 䎔䎘䎙䎓
䰍䰡䫹䰟䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤䎸䎶䎫 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎘䎖䎓
䰍䰡䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤䎸䎫 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎗䎘䎓
䰍䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤 䯂䯂 䎔䎗䎔䎘

䎗䎺䎧
䎔䎘䎓䎓 䰣䫹䰟䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎮䎕 䎺䎺䎶䎫 䎓䎖䎖䱊䎓䎗䎓 䎔䎛䎕䎓

䰣䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎺䎫 䎓䎖䎖䱊䎓䎗䎓 䎔䎚䎗䎓
䰍䰡䫹䰟䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤䎸䎶䎫 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎚䎔䎓
䰍䰡䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤䎸䎫 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎙䎖䎓
䰍䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎤 䯂䯂 䎔䎙䎔䎘

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔
䎕䎺䎧
䎔䎘䎓䎓 䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎰䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎨䎛 䎺䎵䎶䎃 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎖 䎔䎚䎓䎓

䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䫹䫹䫹䫼 䎺䎵䎶䎫 䎓䎓䎗䱊䎓䎓䎛 䎔䎘䎓䎓
䎔䎖䎓䎓 䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎨䎙 䎺䎯䎫 䎓䎓䎗䱊䎓䎓䎚 䎔䎕䎛䎓

䰓䫹䰒䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎪䎩䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎖 䎔䎕䎓䎓
䰓䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎪䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎖 䎔䎔䎗䎓

䎗䎺䎧
䎔䎘䎓䎓 䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎘䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎨䎜 䎺䎵䎶䎫 䎓䎓䎔䎏䎃䎃䎓䎓䎕 䎔䎚䎓䎓
䎔䎖䎓䎓 䰘䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎨䎚 䎺䎯䎫 䎓䎓䎗䱊䎓䎓䎙 䎔䎗䎛䎓

䰓䫹䰒䮘䮊䭸䯃䭿䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎪䎩䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎖 䎔䎗䎓䎓
䰓䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎺䎪䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎖 䎔䎖䎗䎓

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡
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⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎚

䎕䎺䎧
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䮑䮚䮘䮊䭸䯃䭿 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎼䎗䎤 䎶䎷䎻䎫䎔 䎓䎘䎚䱊䎓䎙䎗 䎕䎕䎓䎓

䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎻䎫䎃 䎓䎘䎚䱊䎓䎙䎗 䎕䎓䎖䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䮑䮚䰜 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎔 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎕䎔䎓䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎃 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎜䎖䎓
䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎰䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎗 䎔䎚䎓䎓

䎗䎺䎧
䎕䎓䎓䎓䎷 䮰䮱䯃䭩䯃䮏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎦䎥䎤䎐䎦䎼䎗䎤 䎶䎰䎸䎩䎽 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎛 䎕䎛䎗䎓
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䮑䮚䮘䮊䭸䯃䭿 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎼䎗䎤 䎶䎷䎻䎫䎽䎔 䎘䎗䎔䱊䎘䎙䎗 䎕䎗䎓䎓

䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎻䎫䎽 䎘䎗䎔䱊䎘䎗䎛 䎕䎕䎖䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䮑䮚䰜 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎽䎔 䎘䎔䎚䱊䎘䎖䎕 䎕䎖䎓䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎽䎃 䎘䎔䎚䱊䎘䎖䎕 䎕䎔䎖䎓
䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎰䎫䎽 䎘䎓䎔䱊䎘䎓䎗 䎔䎜䎓䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔

䎕䎺䎧
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䮑䮚䮘䮊䭸䯃䭿 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎼䎗䎤 䎶䎷䎻䎫䎔 䎓䎘䎚䱊䎓䎙䎗 䎕䎔䎕䎓

䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎻䎫䎃 䎓䎘䎚䱊䎓䎙䎗 䎔䎜䎘䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䮑䮚䰜 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎔 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎕䎓䎕䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎃 䎓䎔䎚䱊䎓䎖䎕 䎔䎛䎘䎓
䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎰䎫 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎗 䎔䎚䎓䎓

䎗䎺䎧
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䮑䮚䮘䮊䭸䯃䭿 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎼䎗䎤 䎶䎷䎻䎫䎽䎔 䎘䎗䎔䱊䎘䎙䎗 䎕䎖䎕䎓

䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎻䎫䎃䎽 䎘䎗䎔䱊䎘䎗䎛 䎕䎔䎘䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䮑䮚䰜 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎽䎔 䎘䎔䎚䱊䎘䎖䎕 䎕䎕䎕䎓
䮀䯃䮘䯃䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎫䎫䎽䎃 䎘䎔䎚䱊䎘䎖䎕 䎕䎓䎘䎓
䭯䭶䭾䯃䮐䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎷䎰䎫䎽 䎘䎓䎔䱊䎘䎓䎗 䎔䎜䎓䎓

䉩䊞䊤䊮㩷䊐䉤䊦䊁䉴㩷䉴䊘䊷䉿䊋䉾䉪 ⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎔䎕

䎕䎺䎧
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎻䎗䎤 䎯䎷䎻䎫 䎓䎗䎔䱊䎓䎗䎘 䎕䎓䎙䎓

䮋䯃䮱䮺䭷䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎯䎷䎰䎫 䎓䎔䎚䎏䎃䎃䎓䎕䎘 䎔䎛䎖䎓
䎗䎺䎧
䎕䎓䎓䎓䎷 䮰䮱䯃䭩䯃䮏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎦䎥䎤䎐䎦䎻䎗䎤 䎯䎰䎸䎩䎽 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎛 䎕䎛䎚䎓
䎕䎓䎓䎓 䮀䮤䯃䮋䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎦䎻䎗䎤 䎯䎷䎻䎫䎽 䎘䎓䎔䱊䎘䎓䎘 䎕䎕䎙䎓

䮋䯃䮱䮺䭷䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎯䎷䎰䎫䎽 䎘䎕䎘䱊䎘䎕䎜 䎕䎓䎖䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎔䎓

䎗䎺䎧 䎍䎤䎷䯂䯂䯂⥄േ䮥䮒䮬䭩䮲䮏䮰䮺䮀䮦䮊䭾䮮䮺
䎕䎓䎓䎓䎷 䰓䰟䰞䫹䮞䮳䮦䭩䮧䫹䮑䮚ઃ 䎍䎤䎷 䎦䎤䎥䎐䎦䎽䎗䎤 䎶䎰䎳䎩䎽 䎔䎔䎜䎚䱊䎔䎕䎓䎓 䎗䎛䎔䎓

䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼 䎰䎷 䫹䫹䫹䫼 䎶䎱䎳䎩䎽 䎔䎔䎜䎘 䎗䎘䎚䎓
䰓䰟䰞䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䫹䫹䫹䫼 䎶䎰䎪䎩䎽 䎔䎔䎙䎔䱊䎔䎔䎜䎔 䎖䎛䎓䎓
䫹䫼䫹䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎰䎷 䫹䫹䫹䫼 䎶䎱䎪䎩䎽 䎔䎔䎕䎜䱊䎔䎔䎘䎚 䎖䎘䎙䎓
䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎰䎷 䫹䫹䫹䫼 䎶䎱䎧䎩䎽 䎔䎓䎓䎔䱊䎔䎓䎜䎜 䎖䎓䎓䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔
䎗䎺䎧 䎍䎤䎷䯂䯂䯂⥄േ䮥䮒䮬䭩䮲䮏䮰䮺䮀䮦䮊䭾䮮䮺
䎕䎓䎓䎓䎷 䰓䰟䰞䫹䮋䭫䮺䭶䮰䮊䮈䎶䎶䎷 䎍䎤䎷 䎦䎤䎥䎐䎦䎽䎗䎤 䎶䎰䎪䎩䎽 䎔䎕䎔䱊䎔䎖䎙 䎖䎘䎚䎕

䰓䰟䰞䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎰䎷 䫹䫹䫹䫼 䎶䎱䎪䎩䎽 䎓䎛䎜䱊䎔䎓䎗 䎖䎖䎕䎜
䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎶䎱䎧䎩䎽 䎓䎓䎔䱊䎓䎘䎚 䎕䎛䎘䎘

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡

䫹ਃ⪉
䇭䇭ਛฎゞଔᩰ

䇭䇭䇭䇭
㩷ቯ
㩷ဳᑼ

ㅢ⒓
ဳᑼ

䮰䮺䭼䯃䎃䭯䮻䭰䮱䮬䯃䭾䮮䮺䜜

䯴೨ᦼ䯵

㘃
ಽ
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䭵䮪䮰䮺䎃䮜䭰䮲䮍䭪䮀
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䫹䮥䮋䮇 ᐔᚑ䯾䯼ᐕ
ᣂゞ ਛฎゞ

ਅข ᄁ ⊒ᄁᒰᤨ 䇭䇭ዊᄁ
ජ ජ ජ ජ

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎖

䎔䎖䎥 䮆䭫䮞䰞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎙䎰䎷 䎃䎤䎥䎤䎐䎶䎨䎖䎳 䎭䎨䎤䎗䎪䎲 䎔䎕䎓䎕 䎖䎓䎓䎓
䮆䭫䮞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎭䎧䎤䎖䎨䎬 䎔䎕䎓䎔䎏䎃䎔䎕䎓䎖 䎕䎛䎓䎓
䮆䭫䮞䰑䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎙䎤䎷 䫹䫹䫹䫼 䎭䎪䎤䎕䎧䎥 䎔䎕䎘䎕䱊䎔䎕䎘䎙 䎕䎛䎘䎚
䰞䰤䎐䰄䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎭䎥䎤䎔䎤䎲 䎔䎕䎘䎔䎏䎃䎔䎕䎘䎕 䎕䎗䎚䎙

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔

䎔䎖䎥 䮆䭫䮞䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎙䎰䎷 䎃䎤䎥䎤䎐䎶䎨䎖䎳 䎭䎗䎱䎦䎧䎲 䎔䎔䎓䎕 䎕䎚䎙䎓
䮆䭫䮞䰑䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎙䎤䎷 䫹䫹䫹䫼 䎭䎘䎦䎦䎧䎲 䎔䎔䎘䎕䱊䎔䎔䎘䎘 䎕䎚䎜䎓
䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎭䎘䎤䎤䎧䎲 䎔䎔䎘䎔 䎕䎗䎗䎓
䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎘䎰䎷 䫹䫹䫹䫼 䎭䎖䎳䎤䎧䎲 䎔䎔䎓䎔 䎕䎗䎔䎓

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔

䮂䮇䮺
䎕䎖䎓䎓䎷 䮥䮋䮇䮀䮛䯃䮐䭩䮍䮺䭽䎃䎗䎺䎧 䎙䎰䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎪䎖䎳 䎦䎪䎤䎙䎤䎲 䎓䎓䎗 䎕䎛䎛䎓
䎕䎘䎓䎓 䯾䰁䰑䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎩䎳 䎮䎖䎔䎙䎖䎖 䎓䎓䎕䎏䎃䎃䎓䎓䎗 䎕䎖䎛䎔

䯾䰁䰒䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎗䎺䎧 䫼 䎃䎦䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎤䎳 䎮䎗䎔䎔䎔䎓 䎓䎓䎔 䎕䎕䎘䎚
䎕䎓䎓䎓 䯾䯼䰑䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎨䎩䎳 䎮䎕䎔䎖䎕䎕 䎓䎓䎕 䎕䎔䎚䎔

䯾䯼䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎔䎔䎕䎔䎔 䎓䎓䎔 䎔䎜䎚䎔

䮀䮤䯃䮋
䎕䎘䎓䎓 䯾䰁䰑䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎩䎶 䎮䎜䎔䎙䎤䎭 䎓䎔䎓䎏䎃䎃䎓䎔䎕 䎕䎘䎗䎖

䯾䰁䰦䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎛䎖䎘䎥䎩 䎓䎔䎗䎏䎃䎃䎓䎔䎙 䎕䎘䎗䎖
䯾䰁䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎚䎖䎗䎥䎤 䎓䎓䎜䎏䎃䎃䎓䎔䎔 䎕䎖䎗䎖
䯾䰁䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎗䎺䎧 䫼 䎃䎦䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎤䎶 䎮䎥䎕䎗䎕䎕 䎓䎓䎔 䎕䎘䎗䎖
䯾䰁䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎗䎺䎧 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎤䎔䎕䎔䎔 䎓䎓䎔 䎕䎖䎗䎖

䎕䎓䎓䎓 䯾䯼䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎨䎩䎶 䎮䎙䎔䎕䎔䎔 䎓䎓䎔 䎕䎔䎚䎔

䮀䮤䯃䮋䮶䭻䮺
䎕䎺䎧
䎕䎘䎓䎓 䯾䰁䰑䰤䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎩䎺 䎮䎫䎔䎙䎔䎕 䎓䎕䎓䎏䎃䎃䎓䎕䎗 䎕䎘䎗䎖

䯾䰁䰦䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎪䎗䎘䎕䎔 䎓䎕䎙䱊䎓䎖䎕 䎕䎘䎗䎖
䯾䰁䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎩䎗䎗䎕䎓 䎓䎔䎚䎏䎃䎃䎓䎔䎜 䎕䎖䎗䎖
䯾䰁䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎗䎺䎧 䫼 䎃䎦䎥䎤䎐䎪䎫䎘䎤䎺 䎮䎮䎔䎗䎖䎔 䎓䎓䎜 䎕䎘䎗䎖
䯾䰁䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䎗䎺䎧 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎭䎔䎕䎔䎕 䎓䎓䎜䱊䎓䎔䎘 䎕䎖䎗䎖

䎕䎓䎓䎓 䯾䯼䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎪䎫䎨䎩䎺 䎮䎨䎔䎕䎕䎔 䎓䎓䎖 䎕䎔䎚䎔
䯾䯼䰒䫹䯴ฃᵈ↢↥䯵䫹䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎮䎧䎔䎔䎔䎔 䎓䎓䎖 䎕䎓䎜䎘

⊒ᄁ 䎕䎓䎐䎃䎔

䎕䎖䎓䎓䎷 䮥䮋䮇䮀䮛䯃䮐䭩䭶䮂䮰䎃䎗䎺䎧 䎙䎰䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎖䎳 䎩䎰䎶䎩䎔䎤 䎓䎓䎔 䎕䎕䎜䎘
䎕䎖䎓䎓 䭩䭶䮂䮰䮀䮤䯃䮋䫹䯾䯿䰟䫹 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎖䎳 䎩䎰䎳䎨䎔䎤 䎓䎘䎔䎏䎃䎃䎓䎘䎕 䎕䎔䎕䎓
䎕䎓䎓䎓 䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎃䯾䯼䰟䫹 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎨䎳 䎩䎯䎫䎧䎔䎤 䎓䎘䎘䎏䎃䎃䎓䎘䎙 䎔䎜䎚䎔

䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎃䯾䯼䰏䫹 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎩䎯䎩䎦䎔䎲 䎓䎘䎔䱊䎓䎘䎗 䎔䎛䎘䎓
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䯾䯼䰒䎃䎗䎺䎧䫹䫼 䎃䎦䎥䎤䎐䎥䎮䎨䎳 䎩䎯䎨䎦䎔䎲 䎗䎘䎔 䎔䎜䎓䎘

䎔䎘䎓䎓 䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎃䯽䰁䰏䫹 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎘䎳 䎩䎮䎼䎥䎔䎲 䎔䎙䎘䎕䎏䎔䎙䎘䎖 䎔䎘䎛䎔
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎃䯽䰁䰒䫹 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎩䎮䎵䎤䎔䎲 䎔䎙䎘䎔 䎔䎘䎕䎗

䎕䎓䎓䎓 䭩䭶䮂䮰䫹䯾䯼䰟䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎨䎳 䎩䎫䎧䎧䎔䎤 䎓䎓䎘䎏䎃䎃䎓䎓䎙 䎔䎜䎚䎔
䫹䫹䫼䫹䎃䎃䯾䯼䰑䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎩䎫䎥䎦䎔䎲 䎓䎓䎔䱊䎓䎓䎗 䎔䎛䎙䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䯾䯼䰒䎃䎗䎺䎧䎃䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎦䎥䎤䎐䎥䎮䎨䎳 䎩䎫䎤䎦䎔䎲 䎗䎓䎔 䎔䎜䎓䎘

䎔䎘䎓䎓 䫹䫹䫼䫹䎃䎃䯽䰁䰏䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䎃䎧䎥䎤䎐䎥䎮䎘䎳 䎩䎪䎫䎥䎔䎲 䎔䎘䎘䎕䎏䎔䎘䎘䎖 䎔䎘䎛䎔
䫹䫹䫼䫹䎃䎃䯽䰁䰒䫹䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎩䎪䎥䎤䎔䎲 䎔䎘䎘䎔 䎔䎘䎕䎗

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡
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平成２０年
  新車  中古車

下取 卸売 発売当時    小売
千円 千円   千円    千円

発売 20- 1
4WD

2000T ＷＲＸ　ＳＴＩ　・・・・・・・・・6MT  CBA-GRB A5EH-RLC 1004 3480
　〃　　 17インチホイール 〃       〃 A5EH-XXC 1001 3280

発売 20-10

ハッチバック2WD
2000 ２．０ｉ-Ｓ　・・・・・・・・・・・ AT  DBA-GH6 B56L-ADC 3013～3016 1870

２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B54L-BDC 3001 1720
1500 １．５ｉ-Ｌ　・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GH2 B53S-AOC 3005～3008 1540

１．５ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B53S-XXC 3005 1450
ハッチバック4WD

2000T ２．０ＧＴ　・・・・・・・・・・・ AT  CBA-GH8 B5DT-ADC 3025～3032 2500
２．０ＧＴ　カスタマイズED 〃       〃 B5CT-AAC 3009 2420

2000 ２．０ｉ-Ｓ　・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GH7 B56L-AAC 3013～3016 2020
２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B54L-BPC 3001 1870

1500 １．５ｉ-Ｌ　・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GH3 B53S-APC 3005～3008 1690
１．５ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B53S-XXC 3005 1600

発売 20- 1
ハッチバック4WD

2000T Ｓ-ＧＴ スポーツパッケージ AT  CBA-GH8 A5DT-FDC 1009,1010 2470
Ｓ-ＧＴ ・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 A5CT-FDC 1009,1010 2400

2000 ２０Ｓ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GH7 A54L-BSC 1001,1002 1850
1500 １５Ｓ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GH3 A53S-XXC 1005,1006 1590

１５Ｓ　・・・・・・・・ 2WD 〃  DBA-GH2 A53S-XXC 1005,1006 1440

発売 20-10

４ドアセダン2WD
2000 ２．０ｉ-Ｓ　・・・・・・・・・・・ AT  DBA-GE6 B46L-ADC 3013, 3014 1920

２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B44L-BAC 3001 1740
1500 １．５ｉ-Ｌ　・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GE2 B43S-ABC 3005～3008 1630

１．５ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B43S-BAC 3005 1550
４ドアセダン4WD

2000 ２．０ｉ-Ｓ　・・・・・・・・・・・ AT DBA-GE7 B46L-ADC 3013～3016 2070
２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B44L-BAC 3001 1890

1500 １．５ｉ-Ｌ　・・・・・・・・・・・ 〃  DBA-GE3 B43S-ABC 3005～3008 1780
１．５ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 B43S-BAC 3005 1700

発売 20- 1

2000T ２．０ＸＴ　・・・・・・・・・・・・ AT  CBA-SH5 SH5A58T 2016 2450
2000 ２．０ＸＳ　・・・・・・・・・・・・・・〃  DBA-SH5 SA5A53S 1016 2100

２．０Ｘ　・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 SH5A52S 1016 1950

発売 20- 6
2WD
2000 ２．０ｉ－Ｓ　・・・・・・・・・・ AT DBA-YA4 YA4A54S 1017～1032 2220

２．０ｉ－Ｌ　・・・・・・・・・・ 〃       〃 YA4A53S 1001～1016 2100
２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 YA4A52S 1001, 1005 1900

4WD
2000T ２．０ＧＴ　・・・・・・・・・・・・ AT CBA-YA5 YA5A58S 2001～2032 2650
2000 ２．０ｉ－Ｓ　・・・・・・・・・・ 〃 DBA-YA5 YA5A54S 1017～1032 2370

２．０ｉ－Ｌ　・・・・・・・・・・ 〃       〃 YA5A53S 1001～1016 2250
２．０ｉ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃       〃 YA5A52S 1001, 1005 2050

<表示価格には消費税含まず>

 認定
 型式

類別
区分
番号

通称
型式

　　中古車価格

エ ク シ ー ガ

フ ォ レ ス タ ー

　スバル
仕　　　　様

イ ン プ レ ッ サ

インプレッサ アネシス

（前期）

インプレッサ　ＷＲＸ



平成２１年
  新車  中古車

下取 卸売 発売当時    小売
千円 千円   千円    千円

発売 21-10

2400 2WD　・・・・・・・・・・・・・・ CVT CBA-RE91S XBGE 001 2655
4WD　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 CBA-RF91S XBGQ 601 2855

発売 21- 5

2WD
1500 １．５ＸＧ　・・・・・・・・・・・・ AT DBA-YA11S QFRV-3 008,  012 1580

１．５Ｇ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFGV-3 007,  009 1580
セダン１．５G　・・・・・・・・ 〃 DBA-YC11S QBGV-3 001 1590

4WD
1500 １．５ＸＧ　・・・・・・・・・・・・ AT DBA-YB11S QFRX-3 608,  612 1780

１．５Ｇ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFGX-3 607,  609 1780

発売 21- 1

2WD
2000 ２．０ＸＳ　・・・・・・・・・・・・ AT CBA-YA41S QFTV-2 024 1740

２．０Ｓ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFSV-2 007 1740
1500 １．５ＸＧ　・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-YA11S QFRV-2 006 1570

１．５Ｇ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFGV-2 003 1570
１．５ＸＦ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFQV-2 006 1420
１．５Ｆ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFFV-2 003 1420
セダン１．５G　・・・・・・・・ 〃 DBA-YC11S QBGV-2 001 1580
セダン１．５Ｆ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QBFV-2 001 1420

4WD
2000 ２．０ＸＳ　・・・・・・・・・・・・ AT CBA-YB41S QFTX-2 624 1940

２．０Ｓ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFSX-2 607 1940
1500 １．５ＸＧ　・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-YB11S QFRX-2 606 1770

１．５Ｇ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFGX-2 603 1770
１．５ＸＦ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFQX-2 606 1620
１．５Ｆ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 QFFX-2 603 1620

発売 21- 5

2WD
1600 スポーツ　・・・・・・・・・・・・ AT CBA-ZC31S VFRV3 002 1600
1200 スイフトスタイル　・・・・・・・ CVT DBA-ZC71S VFGES4 002 1270

ＸＧ　Ｌパッケージ　・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGEL4 002 1210
ＸＧ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGE4 002 1140

4WD
1300 スイフトスタイル　・・・・・・・ AT DBA-ZD11S VFGXS4 606 1440

ＸＧ　Ｌパッケージ　・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGXL4 606 1380
ＸＧ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGX4 606 1310

発売 21- 1
2WD
1600 スポーツ　・・・・・・・・・・・・ AT CBA-ZC31S VFRV2 002 1600
1500 ＸＳ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-ZC21S VFSV3 003 1360
1200 スイフトスタイル　・・・・・・・ CVT DBA-ZC71S VFGES3 001 1270

ＸＧ　Ｌパッケージ　・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGEL3 001 1210
ＸＧ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGE3 001 1140
ＸＥ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 VFEE3 001 1050

4WD
1500 ＸＳ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-ZD21S VFSX3 603 1530
1300 スイフトスタイル　・・・・・・・ 〃 DBA-ZD11S VFGXS3 604,  606 1440

ＸＧ　Ｌパッケージ　・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGXL3 604,  606 1380
ＸＧ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 VFGX3 604,  606 1310

<表示価格には消費税含まず>

 認定
 型式

　　中古車価格 類別
区分
番号

通称
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　スズキ
仕　　　　様

（前期）

（前期）

ス　イ　フ　ト

キ　ザ　シ
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平成２５年
　　新車 中古車

下取 卸売 発売当時 　　小売
千円 千円 千円 千円

発売 25- 8

2WD Ｄ　・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-LA300S GBDF 005 710
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBMF 006 848
Ｌ　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBMF 006 895
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 007 952
Ｘ　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 007 1000
Ｇ　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBPF 008 1124

4WD Ｌｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・・CVT DBA-LA310S GBMF 004 943
Ｌf　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBMF 004 990
Ｘｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 005 1048
Ｘf　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 005 1095
Ｇf　スマートアシスト　・・・・ 〃 　　　〃 GBPF 006 1219

発売 25- 1

2WD Ｄ　・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-LA300S GBDF 001 757
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBMF 002 852
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 003 948
Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBPF 004 1067

4WD Ｌｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・・CVT DBA-LA310S GBMF 003 948
Ｘｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 001 1043
Ｇｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBPF 002 1162

発売 25- 2

2WD Ｘ　スペシャル　・・・・・・・・ MT DBA-L275S GMMF 093 819
4WD Ｘ　スペシャル　・・・・・・・・ MT DBA-L285S GMMF 045 950

発売 25- 1
（25-2販売終了）

2WD Ｘ　スペシャル　・・・・・・・・ CVT DBA-L275S GBGF 097 819
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 097 905
Ｘ リミテッド　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 097 981

4WD Ｘ　スペシャル　・・・・・・・・ CVT DBA-L285S GBGF 047 950
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 047 1035
Ｘ リミテッド　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 047 1111

カスタム
2WD カスタムＸ　・・・・・・・・・・・ CVT DBA-L275S GBVF 104 1181
4WD カスタムＸ　・・・・・・・・・・・ CVT DBA-L285S GBVF 050 1307

発売 25- 1

2WD ココアＬ　・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-L675S GBMF 017 1076
ココアＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 019 1162
ココアプラスＸ　・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBXF 024 1229
ココアプラスＧ　・・・・ナビ 〃 　　　〃 GBVF 022 1324

4WD ココアＬ　・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-L685S GBMF 019 1207
ココアＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBGF 021 1292
ココアプラスＸ　・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GBXF 027 1354
ココアプラスＧ　・・・・ナビ 〃 　　　〃 GBVF 024 1445

【表示価格には消費税含まず】

ミ ラ コ コ ア

ミ　　ラ

ミラ　イース

　ダイハツ

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年

　　中古車価格

(前期）

　類別
　区分
　番号

　通称
　型式

　　認定
　　型式

仕　　　　様



平成１８年
　　新車 中古車

下取 卸売 発売当時 　　小売
千円 千円 千円 千円

発売 18-12

2WD Ｅ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-HA24S ABEL-3 011 720
ＧⅡ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 ABGL-3 011 820
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 ABXV-3 013,  014 930

4WD Ｅ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HA24S ABFRD3 612 867
ＧⅡ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 ABGR-3 611,  612 942
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-HA24S ABXX-3 607,  608 1052

発売 18- 1

2WD ＥⅡ　・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HA24S ABELS2 ・・ 700
Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 ABGL-2 005,  006 800
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-HA24S ABXVR2 001,  002 905

4WD ＥⅡ　・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HA24S ABERS2 ・・ 847
Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 ABGR-2 603 922
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-HA24S ABXXR2 605,  606 1027

発売 18-11

2WD Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-HG21S SCGV 001 988
Ｔ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 CBA-HG21S SCTV 001 1088
ＴＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 SCXV 001 1188

4WD Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HG21S SCGX 601 1135
Ｔ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 SCTX 602 1210
ＴＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 SCXX 602 1310

発売 18- 1
#18- 4

2WD Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HE21S NBGD-5 001,  002 950
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBXD-5 001,  002 1068
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBFD-5 002 1080 #
Ｘ２　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBWDD4 001,  002 1123
モード　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBMD-5 002 1153
ターボ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 TA-HE21S NBTDD5 001,  002 1143
ＳＳ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBSD-5 008 1198

4WD Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT ABA-HE21S NBGY-5 601,  602 1072
Ｘ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBXY-5 601,  602 1190
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBFY-5 602 1202 #
Ｘ２　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBWYD4 601,  602 1245
モード　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBMY-5 602 1275
ターボ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 TA-HE21S NBTYD5 601,  602 1265
ＳＳ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 NBSY-5 608 1320

発売 18- 4

2WD Ａ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HN22S DBBV-9 008.  009 817
Ｂターボ　・・・・・・・・・・・ 〃 TA-HN22S DBEVS9 013.  014 954
ワークス　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DBSVD9 024 1297

4WD Ｂターボ　・・・・・・・・・・・ AT 　　　〃 DBEXS9 613.  614 1081
ワークス　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DBSXD9 632 1414

発売 18- 1

2WD Ａ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-HN22S DBBV-8 008.  009 817
Ｂターボ　・・・・・・・・・・・ 〃 TA-HN22S DBEVS8 013.  014 954
ワークス　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DBSVD6 024 1297

4WD Ｂターボ　・・・・・・・・・・・ AT 　　　〃 DBEXS8 613.  614 1081
ワークス　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DBSXD6 632 1414

<表示価格には消費税含まず>

　類別
　区分
　番号

　通称
　型式

　スズキ
　　中古車価格

68
　　認定
　　型式

(前期）

ア　ル　ト

アルト ラパン

Ｋ　ｅ　ｉ

セ　ル　ボ

(前期）



平成２０年
　　新車 中古車

下取 卸売 発売当時 　　小売
千円 千円 千円 千円

発売 20-11

2WD Ｃ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-JC1 CA 001,  002 900
Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GA 003 985
パステル　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 PAA 004～006 1090
パステル ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 PATA 007～009 1240
ディーバ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 010,  011 1200
ディーバ ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiATA 012,  013 1400

4WD Ｃ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-JC2 CA 001,  002 1040
Ｇ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 GA 003 1125
パステル　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 PAA 004～006 1220
パステル ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 PATA 007～009 1360
ディーバ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 010,  011 1330
ディーバ ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiATA 012,  013 1520

発売 20- 1

2WD Ｃ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-JB5 CA 017～018 940
Ｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 FA 019～020 1040
ディーバ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 016 1130
Ｆ ターボ　・・・・・・・・・・・ 〃 DBA-JB7 FA 001～004 1190
ディーバ ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 005 1325

4WD Ｃ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-JB6 CA 021 1070
Ｆ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 FA 034,  035 1170
ディーバ　・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 031 1260
Ｆ ターボ　・・・・・・・・・・・ 〃 CBA-JB8 FA 015～018 1310
ディーバ ターボ　・・・・・・・ 〃 　　　〃 DiA 021 1445

発売 20- 1

2WD Ｄ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT DBA-JE1 WDA 040～045 1100
スポーツ Ｇ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WSGA 014,  018 1170
スポーツ Ｇターボ　・・・・・ 〃 　　　〃 WSTGA 020～028 1290
スポーツ Ｗ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WSWA 033,  035 1270
スポーツ Ｗターボ　・・・・・ 〃 　　　〃 WSTWA 036,  038 1420

4WD Ｄ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT CBA-JE2 WDA 040～045 1230
スポーツ Ｇ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WSGA 014,  018 1300
スポーツ Ｇターボ　・・・・・ 〃 　　　〃 WSTGA 020～028 1420
スポーツ Ｗ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WSWA 033,  035 1400
スポーツ Ｗターボ　・・・・・ 〃 　　　〃 WSTWA 036,  038 1550

発売 20- 1

2WD Ｍ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT ABA-HM1 WMA 007,  008 1190
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLA 009,  010 1300
Ｌ　ローダウン　・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLLA 011,  012 1330
Ｍターボ　・・・・・・・・・・・・・・〃 　　　〃 WMTA 025,  026 1340
Ｌターボ　・・・・・・・・・・・・・・〃 　　　〃 MLTA 022 1420
Ｌターボ　ローダウン　・・・・ 〃 　　　〃 WLTLA 023,  024 1450

4WD Ｍ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT ABA-HM2 WMA 007,  008 1320
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLA 009,  010 1430
Ｌ　ローダウン　・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLLA 011,  012 1460
Ｍターボ　・・・・・・・・・・・・・・〃 　　　〃 WMTA 025,  026 1460
Ｌターボ　・・・・・・・・・・・・・・〃 　　　〃 MLTA 022 1540
Ｌターボ　ローダウン　・・・・ 〃 　　　〃 WLTLA 023,  024 1570

発売 20- 1

2WD Ｍ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT ABA-HM3 WMA 009,  010 1200
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLA 013,  014 1300
ターボ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WTA 017,  018 1430

4WD Ｍ　・・・・・・・・・・・・・・・・ AT ABA-HM4 WMA 009,  010 1330
Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WLA 013,  014 1430
ターボ　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 WTA 017,  018 1550

<表示価格には消費税含まず>

ゼ　ス　ト

バ　モ　ス

バモス ホビオ

　類別
　区分
　番号

　通称
　型式

ラ　イ　フ

(前期）

　ホンダ
　　中古車価格

仕　　　　様
　　認定
　　型式



平成１９年
　　新車 中古車

下取 卸売 発売当時 　　小売
千円 千円 千円 千円

発売 19- 1
（注　ｉ は19-6で終了）

2WD ｉ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RＪ1 E3BBCA 1007 1090
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 E3ADCA 1009, 1010 1210
Ｓ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RＪ1 E3CFCA 2003, 2004 1360

4WD ｉ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RＪ2 E3BBCA 1007 1194
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 E3ADCA 1009, 1010 1314
Ｓ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RＪ2 E3CFCA 2003, 2004 1464

発売 19- 6

2WD Ｆ　・・・・・・オーディオレス CVT DBA-RC1 F54BEYH 1025 780
Ｆ ＋　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F54BAFH 1025, 1026 840
Ｒｅｆｉ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F55BAEH 1025, 1026 900
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F58DCAH 1018 1000
ｔｙｐｅＳ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RC1 F5HFCAH 2004 1355

4WD Ｆ　・・・・・・オーディオレス CVT DBA-RC2 F54BEYC 1025 884
Ｆ ＋　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F54BAFC 1025, 1026 944
Ｒｅｆｉ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F55BAEC 1025, 1026 1004
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 F58DCAC 1018 1104
ｔｙｐｅＳ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RC2 F5HFCAC 2004 1459

発売 19- 1

2WD ｉ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RC1 C57BAX 1003～1008 850
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 C58DCX 1010～1012 1080
タイプＳ　Ｒ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 C5GDCA 1012 1190
タイプＳ　Ｓ　・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RC1 C5HFCA 2002 1355

4WD ｉ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RC2 C57BAX 1003～1008 954
Ｒ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 C58DCX 1010～1012 1184
タイプＳ　Ｒ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 C5GDCA 1012 1294
タイプＳ　Ｓ　・・・・・・・・・・ 〃 ABA-RC2 C5HFCA 2002 1459

発売 19-11

2WD Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RN1 B51DAXH 1008, 1009 896
ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B52DBXH 1010, 1014 1055
リベスタ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B56DBEH 1017, 1018 1180
カスタムＧ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B55DBEH 1011 1070
カスタムＲ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B53DBXH 1011, 1012 1180
カスタムＲＳ　・・・・・・・・・・・〃 ABA-RN1 B54GBXH 2001, 2002 1360

4WD Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RN2 B51DAXC 1008, 1009 1000
ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B52DBXC 1010, 1014 1159
リベスタ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B56DBEC 1017, 1018 1284
カスタムＧ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B55DBEC 1011 1174
カスタムＲ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 B53DBXC 1011, 1012 1284
カスタムＲＳ　・・・・・・・・・・・〃 ABA-RN2 B54GBXC 2001, 2002 1464

発売 19- 1

2WD Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RN1 A51DAXH 1001,1002 940
ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 A52DBXH 1003 1055
カスタムＲ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 A53DBXH 1004,1005 1140
カスタムＲＳ　・・・・・・・・・・・〃 ABA-RN1 A54GBXH 2001,2002 1330

4WD Ｌ　・・・・・・・・・・・・・・・・・ CVT DBA-RN2 A51DAXC 1001,1002 1044
ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 A52DBXC 1003 1159
カスタムＲ　・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 A43DBXC 1004,1005 1244
カスタムＲＳ　・・・・・・・・・・・〃 ABA-RN2 A54GBXC 2001,2002 1434

<表示価格には消費税含まず>

(前期）

Ｒ　２

(前期）

　通称
　型式

　類別
　区分
　番号

Ｒ　１

ス　テ　ラ

　スバル
　　中古車価格

仕　　　　様
　　認定
　　型式



平成２４年
　　新車 中古車

下取 卸売 発売当時 　　小売
千円 千円 千円 千円

発売 24- 6
バ　ン
2WD ＶＰ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT HBD-HA25V AGPV2 003 720
4WD ＶＰ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 AGPX2 603 842

発売 24- 1
バ　ン
2WD ＶＰ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT HBD-HA25V AGPV 003 720
4WD ＶＰ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 AGPX 603 842

発売 24- 1
トラック （ショートホイールベース車）
2WD ＦＣ　エアコン・パワステ MT EBD-DA65T KFCF-SP3 006 723
4WD ＦＣ　・・・・・・・・・・・・・・・ MT 　　　〃 KFCJ-3 605 748

ＦＣ　パワステ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 KFCJ-SP3 605 783
ＦＣ　パワステ　農繁仕様 〃 　　　〃 KFDJ-P3 605 801
ＦＣ　エアコン・パワステ 〃 　　　〃 KFCJ-SP3 606 861
ＦＣ　AC PS　農繁仕様 〃 　　　〃 KFDJ-SP3 606 879

トラック
2WD ＫＣ　・・・・・・・・ AC付 MT EBD-DA63T KKCF-9 017 710

ＫＣ　エアコン・パワステ　・ 〃 　　　〃 KKCF-SP9 018 723
4WD ＫＣ　・・・・・・・・ AC付 MT 　　　〃 KKCJ-9 617 848

ＫＣ　パワステ　  AC付 〃 　　　〃 KKCJ-P9 617 883
ＫＣ　農繁仕様  AC付 〃 　　　〃 KKCJ-PG9 617 901
ＫＣ　エアコン・パワステ　・ 〃 　　　〃 KKCJ-SP9 618 861
ダンプ（金太郎）　AC付 〃 　　　〃 KWAJ-9 - 945

発売 24- 5
バ　ン
2WD ＧＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT EBD-DA64V ELGC5 137 908

ＰＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVAC5 143 908
ＰＵ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 GBD-DA64V EVACQD5 104 953
ＰＣ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 EBD-DA64V EVBC5 143 988
ジョイン　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVCC5 148 1060
ジョインターボ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVDD5 166 1198

4WD ＧＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ MT EBD-DA64V ELGU5 721 958
ＰＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT 　　　〃 EVAS5 743 1028
ＰＵ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 GBD-DA64V EVASQD5 704 1073
ＰＣ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 EBD-DA64V EVBS5 743 1108
ジョイン　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVCS5 748 1180
ジョインターボ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVDY5 766 1318

発売 24- 1

2WD ＧＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT EBD-DA64V ELGC5 077 908
ＰＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVAC5 083 908
ＰＵ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 GBD-DA64V EVACQD5 066 953
ＰＣ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 EBD-DA64V EVBC5 083 988
ジョイン　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVCC5 088 1060
ジョインターボ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVDD5 115 1198

4WD ＧＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ MT EBD-DA64V ELGU5 683 958
ＰＡ　・・・・・・・・・・・・・・・ AT 　　　〃 EVAS5 683 1028
ＰＵ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 GBD-DA64V EVASQD5 666 1073
ＰＣ　・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 EBD-DA64V EVBS5 683 1108
ジョイン　・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVCS5 688 1180
ジョインターボ　・・・・・・・・ 〃 　　　〃 EVDY5 715 1318

【表示価格には消費税含まず】

　スズキ
　　中古車価格

仕　　　　様

キ　ャ　リ　イ

エ　ブ　リ　イ

(前期）

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年

ア　ル　ト

(前期）

　類別
　区分
　番号

　通称
　型式

　　認定
　　型式

（注）　トラックは設定車以外ＡＣなしの価格です



　　ヤマハ 価格単位（千円）

気筒数 CC PS 2015 2014 2013 2012 2011

４サイクル　スポーツ
　ＹＺＦ-Ｒ１　  　(国内モデル） RN24J 4  -  997 145 1350 - 930 860 790 720

　ＦＺ１ ＦＡＺＥＲ　ＧＴ RN21J 4  -  998 94 1080108010801080 1000 930 860 790 -

　ＦＺ１ ＦＡＺＥＲ 〃 〃 〃 1000100010001000 1000 930 860 790 720

　ＦＺ１ 〃 〃 〃 950950950950 1000 930 860 790 720

　ＦＪＲ１３００ＡＳ RP27J 4  -1297 147 1650165016501650 1000 930 - - -

　ＦＪＲ１３００Ａ 〃 〃 〃 1350135013501350 1000 930 - - -

　ＸＪＲ１３００ RP17J 4  -1250 100 1030103010301030 1000 930 860 790 720

　ＶＭＡＸ　 RP22J 4  -1679 151 2200220022002200 1000 930 860 790 720

　ＢＯＬＴ VN04J 2  -  941 52 833833833833 1000 930 - - -

　ＢＯＬＴ－Ｒスペック 〃 〃 〃 875875875875 1000 930 - - -

　ＢＯＬＴ－Ｃスペック 〃 〃 〃 905905905905 1000 - - - -

　ＭＴ-０９ＴＲＡ　(トレーサー・ABS付） RN36J 3  -  846 110 970970970970 1000 - - - -

　ＭＴ-０９Ａ　（ABS付） RN34J 〃 〃 833833833833 1000 930 - - -

　ＭＴ-０９ 〃 〃 〃 787787787787 1000 930 - - -

　ＭＴ-０７Ａ　（ABS付） RM07J 3  -  689 73 694694694694 1000 930 - - -

　ＭＴ-０７ 〃 〃 〃 648648648648 1000 930 - - -

　ＳＲ４００ RH03J 1  -  399 26 510510510510 1000 930 930 860 790

　ドラッグスター４００　クラシック VH02J 2  -  399 30 762762762762 1000 930 930 860 790

　ドラッグスター４００　 〃 〃 〃 724724724724 1000 930 930 860 790

　ドラッグスター２５０　 VG05J 2  -  248 20 550550550550 1000 930 930 860 790

　ＹＺＦ-Ｒ３　(ABS付) RH07J 4  -  320 42 585585585585 -- - - - -

　ＹＺＦ-Ｒ２５ RG10G 4  -  249 36 515515515515 1000 - - - -

４サイクル　トレール
　ＷＲ２５０Ｘ DG15J 1  -  249 31 698698698698 1000 930 930 860 790

　ＷＲ２５０Ｒ 〃 〃 〃 668668668668 1000 930 930 860 790

　ＸＴ２５０Ｘ DG17J 1  -  249 21 490490490490 1000 930 930 860 790

　セロー２５０ 〃 〃 〃 470470470470 1000 930 930 860 790

　トリッカー　XG２５０ DG16J 1  -  249 21 396396396396 1000 930 930 860 790

ビジネス
　Ｇｅａｒ UA06J 1  -    49 4.2 210210210210 1000 930 930 860 790

　NewsＧｅａｒ 　新聞配達用 〃 〃 〃 220220220220 1000 930 930 860 790

　Ｇｅａｒ パーキングスタンド 〃 〃 〃 230230230230 1000 930 930 860 790

スポーツコミューター
　ＴＭＡＸ ５３０ SJ12J 2  -  530 46 980980980980 1000 930 930 - -

　ＴＭＡＸ SJ08J 2  -  499 38 900 - - - 860 790

スクーター
　グランドマジェスティ　４００ SH06J 1  -  394 31 700700700700 1000 930 930 860 790

　マグザム SG21J 1  -  249 20 650650650650 1000 930 930 860 790

　マジェスティ SG20J 〃 19 669669669669 1000 930 930 860 790

　マジェスティＳ　XC155 SG28J 1  -  155 15 324324324324 1000 930 930 - -

　トリシティ１２５ SE82J 1  -  124 11 330330330330 1000 930 - - -

　シグナス-X　ＳＲ SEA5J 〃 9.8 285285285285 -- - - - -

　　　〃　　　　〃 SE44J 〃 11 270 1000 930 930 860 790

　シグナス-Ｘ 〃 〃 〃 265 - 930 930 860 790

　アクシス トリート SE53J 〃 8.1 210210210210 1000 930 930 860 790

　ビーウィズ BW'S SA44J 1  -    49 4.0 215215215215 930 930 860 790 -

　ＶＯＸ　 SA31J 〃 4.2 205205205205 1000 930 930 860 790

　　　　デラックス 〃 〃 4.2 215215215215 1000 930 930 860 790

　ビーノ　モルフェ SA37J 〃 4.2 190190190190 1000 930 930 860 790

　ビーノ　デラックス 〃 〃 〃 189189189189 1000 930 930 860 790

　ビーノ　 〃 〃 〃 184 1000 930 930 860 790

　ジョグ  ＺＲ SA39J 〃 4.2 180180180180 1000 930 930 860 790

　ジョグ　デラックス 〃 〃 〃 161161161161 1000 930 930 860 790

　ジョグ SA36J 〃 〃 149149149149 1000 930 930 860 790

【表示価格には消費税含まず】

中古車小売価格
仕様 型式

エンジン 新車
価格



　モトグッツィ　（伊） 価格単位（千円）

 CC PS 2015 2014 2013 2012 2011
　ノルジェ　１２００ＧＴ 1151 92 1900 - - - -

　１２００　スポルト 4V 〃 87 1450
　カリフォルニア　1400　カスタム 1380 96 1950195019501950 - - -

　カリフォルニア　ヴィンテージ 1064 75 2000 - - -

　Ｖ７　クラシック 744 40 950 - -

　　　　ストーン 〃 50 970970970970 - -

　　　　スペシャル 〃 〃 1090109010901090 - -

　　　　レーサー 〃 〃 1225122512251225 -

　グリーゾ　８Ｖ 1151 95 1427 - -

　ブレヴァ　７５０ 744 48 950 - - - -

　ピアジオ　（伊）
　ベスパ　　ＧＴＳ３００スーパー 278 22 600600600600
               ＧＴＳ２５０ 244 21 625625625625
               ＧＴＳ１５０スーパー 155 11 475 - - -

　　　　　　　ＰＸ１５０ 150 8 455455455455 - - -

　　　　　　　ＰＸ１２５ 123 7 428428428428 - - -

　　　　　　　ＬＸ１５０ 151 12 397397397397
　　　　　　　ＬＸ１２５ 124 10 379379379379
　　　　　　　ＬＸ５０ 2T 50 - 300300300300
　　　　　　　プリマベーラ１２５ 124 10 396396396396 - - -

　ピアジオ　ＭＰ３　４００ＦＬ（三輪） 399 34 950 - -

　　　　　　 ＭＰ３　３００ie （三輪） 278 22 790790790790 -

　　　　　　 ＭＰ３　２５０ｉｅ／ＦＬ （三輪） 244 〃 760 - -

　　　　　　 Ｘ１０　３５０ie executive 330 33 798 - - -

　ドゥカティ　（伊）
　スーパーバイク　１２９９ 1285 175 2268226822682268 -- - - - -

　スーパーバイク　１１９９Ｓ 1198 135 2543 -

　スーパーバイク　１１９８ 〃 155 2133 - - -

　スーパーバイク　８９９ 898 118 1823182318231823 - - -

　スーパーバイク　８４８ 849 117 1800 - -

　モンスター １２００Ｓ 1198 126 1758175817581758 - - -

　モンスター １２００ 〃 〃 1527152715271527 - - -

　モンスター １1００ EVO (1100) 1078 100 1324 - -

　モンスター １1００Ｓ 〃 - 1571 - - -

　モンスター　８２１ 821 101 1286128612861286 - - -

　モンスター　７９６ 803 87 1143
　モンスター　６９６ 696 80 1012
　ストリートファイター　Ｓ 1099 106 2086 - -

　ストリートファイター　８４８ 849 117 1490149014901490
　ディアベル 1198 112 1897189718971897
　ムルティストラ-ダ １２００Ｓ　 1198 150 2314231423142314
　ムルティストラ-ダ １２００　 〃 150 1800180018001800
　ハイパーモタード 821 110 1406140614061406 - -
　ハイパーモタード 796 803 81 1095 - - -
　ハイパーモタード1100 EVO ／1100S 1078 95 1419 - - -
　ハイパーストラーダ 821 110 1508150815081508 - - -

アプリリア　（伊）
　マーナ　８５０　ＧＴ　ABS 839 76 1236123612361236
　シバー　７５０ ABS 750 95 1025102510251025
　ドルソデューロ７５０ 750 90 1017101710171017
　ＲＳ４　１２５ 124 15 498498498498 -

　スカラベオ　　２５０IE　(250) 244 21 561561561561
　ＳＲモタード　１２５ 124 9 284 - -

　ＳＲ５０ 49 - 296296296296

【表示価格には消費税含まず】

中古車小売価格
仕様

エンジン 新車
価格



 
 

 

    

    Sample 

 
 

 

 
 



  新車  中古車
下取 卸売 発売当時    小売
千円 千円   千円    千円

発売 20- 8
バン
1500 ＵＬ　Ｘパッケージ　・・・・・・・・ AT 450 CBE-NCP51V FXPGKX 1445

ＵＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPGK 1377
Ｕ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPDK 1322
4WD　 ＵＬ　Ｘパッケージ　・・ 〃 400 CBE-NCP55V FXPGKX 1647
　〃　　ＵＬ　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPGK 1579
　〃　　Ｕ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPDK 1524

発売 20- 1
バン
1500 ＵＬ　Ｘパッケージ　・・・・・・・・ AT 450 CBE-NCP51V FXPGKX 1430

ＵＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPGK 1355
Ｕ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPDK 1300
4WD　 ＵＬ　Ｘパッケージ　・・ 〃 400 CBE-NCP55V FXPGKX 1630
　〃　　ＵＬ　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPGK 1555
　〃　　Ｕ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXPDK 1500

1400D ＵＬ　Ｘパッケージ　・・・・・・・・ MT 450 KP-NLP51V FXMGKX 1515
ＵＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXMGK 1440
Ｕ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 FXMDK 1385

発売 20- 8
バン
1500 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 CBE-NCP51V EXPGK 1309

ＤＸ　コンフォートパッケージ 〃 〃 　　　〃 EXPDKC 1259
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1224

-- -- ＣＮＧ車　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 CBE-NCP52V EXPDC 2663 --
４ＷＤ　ＧＬ　・・・・・・・・・・・・ AT 〃 CBE-NCP55V EXPDKC 1511
　〃　　ＤＸ　コンフォートＰ　・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1461
　〃　　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPJK 1426

1300 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 CBE-NCP50V EXPGK 1195
ＤＸ　コンフォートパッケージ 〃 〃 　　　〃 EXPDKC 1145
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1109

発売 20- 1
バン
1500 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 CBE-NCP51V EXPGK 1296

ＤＸ　コンフォートパッケージ 〃 〃 　　　〃 EXPDKC 1238
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1203

-- -- ＣＮＧ車　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 CBE-NCP52V EXPDC 2655 --
４ＷＤ　ＧＬ　・・・・・・・・・・・・ AT 〃 CBE-NCP55V EXPDKC 1496
　〃　　ＤＸ　コンフォートＰ　・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1438
　〃　　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPJK 1403

1300 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 CBE-NCP50V EXPGK 1183
ＤＸ　コンフォートパッケージ 〃 〃 　　　〃 EXPDKC 1125
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXPDK 1090

1400D ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MT 〃 KP-NLP51V EXMGK 1381
ＤＸ　コンフォートパッケージ 〃 〃 　　　〃 EXMDKC 1323
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EXMDK 1288

発売 20- 2
バン
1500 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 800 ABF-S402M ZQDFJD 1671

ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 ZQRFJD 1510
トラック
1500 ＤＸ　Ｘエディション　・・・・・・・ MT 800 ABF-S402U TMDFJD 1381

ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 TMRFJD 1281

<表示価格には消費税含まず>

ライトエ-ス／タウンエ-ス

　トヨタ 平成２０年

仕　　　　様
最　大

積載量
     kg

　　中古車価格

プ ロ ボ ッ ク ス

（前期）

 　認定
 　型式

（前期）

サ ク シ ー ド

通称
型式



⩄บ 㩷㩷ᣂゞ 㩷㩷ਛฎゞ
ਅข ᄁ 䋨㐳䋩 ⊒ᄁᒰᤨ 㩷㩷㩷ዊᄁ
ਁ ਁ 䌭䌭 㩷㩷ਁ 㩷㩷㩷ਁ

ᐔᚑᐔᚑᐔᚑᐔᚑ䯾䯽䯾䯽䯾䯽䯾䯽ᐕᐕᐕᐕ 䎋䭲䯃䭻䬷䬾ᧄᦠ䬶䬾ᐔ䮣䮎䯃䬽䬶䬨䎌

䎩䎃䎶䎩䎃䎶䎩䎃䎶䎩䎃䎶 䯴䮞䮴䮜䭪䭩䰆ᓟ䎕ゲ䯂䎙䐙䎗䯵 䯴䭾䮪䭾䭶䮰䮀䯂䎔䎓䮏䮺䯵 䰃ᩴ⋡䬽䎤䬛䎪䬽႐ว䬾䭯䭩䭼䮀 ⊒ᄁ 䎕䎔䎐䎃䎔

䭲䯃䭻 䎗䎔䎓䎳䎶 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎥䎧䎪䎐䎩䎶䎔䎨䎽䎼䎤䎗䎐䎴䎥 䎜䎙䎓䎓 䎔䎙䎓䎜䎑䎘
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎺䎼䎤䎗䎐䎴䎥 䎜䎘䎓䎓 䎔䎙䎓䎜䎑䎘
䮇䮺䮞 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎜䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎮䎻䎧䎗 䎘䎔䎓䎓 䎔䎘䎘䎕䎑䎗
䭲䯃䭻 䎖䎛䎓䎳䎶 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎥䎧䎪䎐䎩䎶䎔䎨䎽䎼䎤䎕䎐䎮䎤䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎛䎓䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎺䎼䎤䎕䎐䎮䎤䎩 䎜䎘䎓䎓 䎔䎘䎚䎓䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎕 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎸䎼䎤䎕䎐䎮䎤䎩 䎛䎛䎛䎓 䎔䎗䎔䎔䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎵䎼䎤䎕䎐䎮䎤䎩 䎚䎜䎓䎓 䎔䎗䎓䎙䎑䎕
䮇䮺䮞 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎔䎑䎓 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎳䎼䎧䎕䎐䎧䎤䎩 䎙䎘䎓䎓 䎔䎘䎛䎓䎑䎘
䭲䯃䭻 䎖䎙䎓䎳䎶 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎥䎧䎪䎐䎩䎶䎔䎨䎽䎼䎤䎔 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎗䎚䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎗䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎺䎼䎤䎔 䎜䎘䎓䎓 䎔䎘䎗䎚䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎕 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎸䎼䎤䎔 䎛䎛䎛䎓 䎔䎖䎜䎛䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎵䎼䎤䎔 䎚䎜䎓䎓 䎔䎖䎜䎛䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎓䎑䎘 䎥䎧䎪䎐䎩䎶䎔䎨䎵䎻䎤䎔 䎚䎜䎓䎓 䎔䎖䎖䎖䎑䎕
䮇䮺䮞 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎓䎑䎜 䎥䎧䎪䎐䎩䎶䎔䎨䎮䎻䎤䎧䎔 䎙䎘䎓䎓 䎔䎗䎚䎙䎑䎗

䎩䎃䎴䎩䎃䎴䎩䎃䎴䎩䎃䎴 䯴䮞䮴䮜䭪䭩䰆ᓟ䎕ゲ䎃ૐᐥ䯂䎙䐙䎗䯵 䯴䭾䮪䭾䭶䮰䮀䯂䎔䎓䮏䮺䯵 䰃ᩴ⋡䬽䎤䬛䎪䬽႐ว䬾䭯䭩䭼䮀 ⊒ᄁ 䎕䎔䎐䎃䎔

䭲䯃䭻 䎖䎙䎓䎳䎶 䭯䭩䭼䮀 䎔䎕䎑䎙 䎥䎧䎪䎐䎩䎴䎔䎨䎺䎼䎪䎔 䎜䎙䎓䎓 䎔䎗䎕䎔䎑䎚
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎖䎑䎕 䎥䎧䎪䎐䎩䎴䎔䎨䎵䎼䎤䎔 䎚䎙䎓䎓 䎔䎖䎗䎗䎑䎚

䎩䎃䎺䎩䎃䎺䎩䎃䎺䎩䎃䎺 䯴䮞䮴䮜䭪䭩䰆ૐᐥ䯂䎛䐙䎗䯵 䯴䭾䮪䭾䭶䮰䮀䯂䎔䎓䮏䮺䯵 ⊒ᄁ 䎕䎔䎐䎃䎔

䭲䯃䭻 䎗䎔䎓䎳䎶 䭯䭩䭼䮀 䎔䎘䎑䎕 䎥䎧䎪䎐䎩䎺䎔䎨䰤䰥䰓䎗䎐䎨䎤䎩 䎜䎕䎓䎓 䎔䎙䎙䎔䎑䎙
䫹䫼 䎖䎛䎓䎳䎶 䫼 䎔䎘䎑䎕 䎥䎧䎪䎐䎩䎺䎔䎨䎻䎼䎪䎕䎐䎦䎤䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎙䎖䎔䎑䎙
䫹䫼 䎃䎃䫼 䫼 䎔䎖䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎼䎼䎪䎕䎐䎦䎤䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎖䎔䎑䎙
䫹䫼 䎖䎙䎓䎳䎶 䫼 䎔䎘䎑䎕 䎥䎧䎪䎐䎩䎺䎔䎨䎻䎼䎪䎔䎐䎰䎤䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎙䎓䎛䎑䎙
䫹䫼 䎃䎃䫼 䫼 䎔䎖䎑䎛 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎼䎼䎪䎔䎐䎰䎤䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎓䎛䎑䎙
䫹䫼 䎃䎃䫼 䫼 䎔䎔䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎼䎽䎪䎔䎐䎰䎩䎩 䎜䎙䎓䎓 䎔䎗䎛䎛䎑䎙
䫹䫼 䎃䎃䫼 䫼 䎔䎓䎑䎔 䎥䎧䎪䎐䎩䎺䎔䎨䎻䎻䎪䎔 䎜䎙䎓䎓 䎔䎗䎘䎛䎑䎙

䎩䎃䎵䎩䎃䎵䎩䎃䎵䎩䎃䎵 䯴䮞䮴䮜䭪䭩䰆ᓟ䎕ゲ䯂䎙䐙䎕䯵 䯴䭾䮪䭾䭶䮰䮀䯂䎔䎓䮏䮺䯵 䰃ᩴ⋡䬽䎤䬛䎪䬽႐ว䬾䭯䭩䭼䮀 ⊒ᄁ 䎕䎔䎐䎃䎔

䭲䯃䭻 䎗䎔䎓䎳䎶 䭯䭩䭼䮀 䎔䎘䎑䎖 䎥䎮䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎽䎼䎪䎘 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎜䎗䎑䎕
䫹䫼 䫼 䫼 䎔䎘䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎻䎼䎪䎘 䎜䎘䎓䎓 䎔䎘䎜䎗䎑䎕
䫹䫼 䎖䎛䎓䎳䎶 䫼 䎔䎘䎑䎖 䎥䎧䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎽䎼䎪䎖 䎜䎙䎓䎓 䎔䎙䎕䎖䎑䎘
䫹䫼 䫼 䫼 䎔䎘䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎻䎼䎪䎖 䎜䎘䎓䎓 䎔䎘䎛䎗䎑䎕
䫹䫼 䫼 䫼 䎔䎗䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎻䎼䎪䎶䎖 䎔䎓䎓䎓䎓 䎔䎘䎙䎗䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎘䎑䎕 䎥䎧䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎻䎼䎤䎕 䎜䎚䎓䎓 䎔䎘䎖䎗䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎙 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎸䎼䎤䎕 䎛䎜䎓䎓 䎔䎖䎛䎖䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎖䎑䎔 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎳䎼䎤䎕 䎚䎗䎓䎓 䎔䎖䎚䎙䎑䎕
䫹䫼 䎖䎙䎓䎳䎶 䭯䭩䭼䮀 䎔䎘䎑䎗 䎥䎧䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎽䎼䎪䎔 䎜䎙䎓䎓 䎔䎘䎛䎖䎑䎕
䫹䫼 䫼 䫼 䎔䎗䎑䎚 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎻䎼䎪䎶䎔 䎔䎓䎓䎓䎓 䎔䎘䎛䎖䎑䎕
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎕䎑䎜 䎥䎧䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎶䎼䎤䎔 䎛䎓䎓䎓 䎔䎖䎘䎛䎑䎚
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎖䎑䎔 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎳䎼䎤䎔 䎚䎗䎓䎓 䎔䎖䎘䎛䎑䎚
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎓䎑䎘 䎥䎧䎪䎐䎩䎵䎔䎨䎺䎻䎤䎔 䎜䎙䎓䎓 䎐
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎓䎑䎘 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎨䎹䎻䎤䎔 䎜䎖䎓䎓 䎐
䫹䫼 䎖䎕䎓䎳䎶 䯂䯂䯂䯂 䎔䎖䎑䎓 䎥䎮䎪䎐䎩䎵䎔䎤䎸䎼䎤䎕 䎛䎜䎓䎓 䎐
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎖䎑䎖 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎤䎶䎼䎤䎕 䎛䎓䎓䎓 䎐
䫹䫼 䫼 䯂䯂䯂䯂 䎔䎔䎑䎙 䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎤䎳䎻䎤䎕 䎚䎗䎓䎓 䎐
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荷台   新車 中古車
下取 卸売 （長） 発売当時    小売
万円 万円 ｍｍ   万円    万円

(カーゴとは本書では平ボデーの事です) 発売 18- 1

（ギガ：CYZ/CXZ・6×4，CYM/CXM・6×2，CYG/CXG・6×2前2軸，CYH/CYJ・8×4）
（シャシクラス・10トン）

3桁目がL，Y又はJの場合はエアサス仕様

カーゴ 400PS ・・・・ 15.5 PJ-CYZ52V6X5NT 9600 1522
　〃 〃 ・・・・ 12.8                S6X5NT 8400 1378
　〃 〃 ・・・・ 13.1                Q6X5NT 7700 1366
ダンプ 〃 ・・・・ 10.7                P6X5NT 6500 1398
カーゴ 370PS ・・・・ 15.5 PJ-CYZ51V6XT 9600 1492
　〃 〃 ・・・・ 12.9                S6XT 8400 1348
　〃 〃 ・・・・ 13.1                Q6XT 7700 1336
ダンプ 〃 ・・・・ 10.9                P6DT 6500 1360
カーゴ 400PS ・・・・ 15.8 PJ-CYJ52W6XT  9600 1637
　〃 370PS ・・・・ 15.9 PJ-CYJ51W6XT   9600 1607
　〃 〃 ・・・・ 13.9                W6ZXT 9600 1483
　〃 〃 ・・・・ 11.9                W6LXT 9600 1387
　〃 330PS ・・・・ 16.1 PJ-CYJ77W6XNT 9600 1562
　〃 〃 ・・・・ 14.1                W6ZXNT 9600 1438
　〃 〃 ・・・・ 12.1                W6LXNT 9600 1339
カーゴ 410PS ・・・・ 15.8 PJ-CYM52V6X5NT 9600 1488
　〃 370PS ・・・・ 15.8 PJ-CYM51V6XT 9600 1458
　〃 〃 ・・・・ 13.9                V6ZXT 9400 1349
　〃 〃 ・・・・ 13.4                R6XT 8000 1292
　〃 〃 ・・・・ 13.5                Q6XT 7000 1280
カーゴ 330PS ・・・・ 16.3 PJ-CYL77V6XNT 9500 1493
　〃 〃 ・・・・ 14.3                V6ZXNT 9400 1353
　〃 〃 ・・・・ 13.5                T6XNT 8900 1309
　〃 〃 ・・・・ 13.8                R6XNT 8000 1290
　〃 〃 ・・・・ 13.9                Q6XNT 7000 1278
カーゴ 370PS ・・・・ 14.0 PJ-CYG51Y6ZXT 9200 1332
　〃 〃 ・・・・ 13.3                Y6XT 9000 1300
　〃 330PS ・・・・ 14.5 PJ-CYG77Y6ZNY 9000 1285
　〃 〃 ・・・・ 13.6                Y6NY 8700 1252
カーゴ 330PS ・・・・ 11.7 PJ-CXM77R6XNT 8000 1195
　〃 〃 ・・・・ 11.8                Q6XNT 7000 1180
　〃 〃 ・・・・ 11.9                N6XNT 6500 1170
ダンプ 〃 ・・・・ 11.1                K6XNT 5100 1205
カーゴ 370PS ・・・・ 11.5 PJ-CXG51X6XT 9200 1246
　〃 330PS ・・・・ 11.8 PJ-CXG77X6XNT 9200 1200
ダンプ 400PS ・・・・ 9.4 PJ-CXZ52K6D5NT 5100 1351

CVRCVRCVRCVR （ギガ：CVR・4×2） （シャシクラス・８トン） 発売 18- 1

カーゴ 330PS ・・・・ 8.9 PJ-CVR77P6XNT 7600 1067
　〃 〃 ・・・・ 8.8                N6XNT 7000 1059
　〃 〃 ・・・・ 9.0                K6XNT 6000 1043
　〃 〃 ・・・・ 9.1                H6XNT 5100 1032
ダンプ 〃 ・・・・ -                F6DNT 4500 1064

FVZFVZFVZFVZ （フォワード：6×4） （シャシクラス・６トン） 発売 18- 1

カーゴ 280PS ・・・・ - PJ-FVZ34V4 9500 1021
　〃 〃 ・・・・ -                S4 8300 1006
　〃 〃 ・・・・ -                N4 6300 986
　〃 〃 ・・・・ -                L4 5500 977

<表示価格には消費税含まず>

  CY     CX  CY     CX  CY     CX  CY     CX

馬力

平成１８年  いすゞ トラック
最　大

積載量
 トン

　　中古車価格

車体
 　認定
 　型式



荷台   新車 中古車
下取 卸売 （長） 発売当時    小売
万円 万円 ｍｍ   万円    万円

F PF PF PF P （スーパーグレート：4×2） （シャシクラス・８トン） (カーゴとは本書では平ボデーの事です) 発売 18- 1

カーゴ 320PS ・・・・ 8.5 PJ-FP50JTX1 9300 1106
　〃 〃 ・・・・ 8.9              JNX1 7400 1078
　〃 〃 ・・・・ 9.2              JLX1 6050 1066
　〃 〃 ・・・・ 9.3              JJX1 5500 1056
ダンプ 〃 ・・・・ 9.1              JFXD1 4500 1118

F MF MF MF M （ファイター） （シャシクラス・６トン） 発売 18- 1

カーゴ 270PS ・・・・ 8.4 ＰＪ-FM62FSZ2 8700 825
　〃 〃 ・・・・ 8.6                MZ2 7300 811
　〃 〃 ・・・・ 8.6                LZ2 6600 808
　〃 〃 ・・・・ 8.7                JZ2 5900 803
　〃 〃 ・・・・ 8.7                HZ2 5400 800
　〃 240PS ・・・・ 8.4 PJ-FM62FSZ1 8700 774
　〃 〃 ・・・・ 8.6                MZ1 7300 760
　〃 〃 ・・・・ 8.6                LZ1 6600 756
　〃 〃 ・・・・ 8.7                JZ1 5900 752
　〃 〃 ・・・・ 8.7                HZ1 5400 750

F F F F ＫＫＫＫ （ファイター） （シャシクラス・４トン） 発売 18- 1

カーゴ 270PS ・・・・ 3.80 PA-FK61FL2 6700 651
　〃 〃 ・・・・ 3.95                K2 6200 646
　〃 〃 ・・・・ 4.05                J2 5750 643
　〃 〃 ・・・・ 4.10                H2 5300 640
　〃 240PS ・・・・ 3.90 PA-FK61FM1 7200 618
　〃 〃 ・・・・ 3.95                L1 6700 614
　〃 〃 ・・・・ 4.10                K1 6200 609
　〃 〃 ・・・・ 4.15                J1 5750 606
　〃 〃 ・・・・ 4.25                H1 5300 603
　〃 〃 ・・・・ 4.30                G1 4600 591
ダンプ 〃 ・・・・ 3.70                D1D 3400 612
カーゴ 210PS ・・・・ 3.95 PA-FK61RM6 7200 598
　〃 〃 ・・・・ 4.00                L6 6700 594
　〃 〃 ・・・・ 4.15                K6 6200 589
　〃 〃 ・・・・ 4.20                J6 5750 586
　〃 〃 ・・・・ 4.30                H6 5300 583
　〃 〃 ・・・・ 4.35                G6 4600 571
ダンプ 〃 ・・・・ 3.75                D6D 3400 594
カーゴ 240PS ベッドレス 3.65 PA-FK71FK1 6700 594
　〃 〃 〃 3.75                J1 6200 589
　〃 〃 〃 4.15                H1 5750 586
　〃 〃 〃 4.25                G1 5300 580
ダンプ 〃 〃 3.70                C1D 3400 598
カーゴ 210PS 〃 3.85 PA-FK71RM6 7200 -
　〃 〃 〃 4.05                K6 6700 574
　〃 〃 〃 4.20                J6 6200 569
　〃 〃 〃 4.25                H6 5750 566
　〃 〃 〃 4.35                G6 5300 560
ダンプ 〃 〃 3.80                C6D 3400 578
カーゴ 180PS 〃 4.10 PA-FK71DK5 6700 554
　〃 〃 〃 4.20                J5 6200 549
　〃 〃 〃 4.30                H5 5750 546
　〃 〃 〃 4.35                G5 5300 540
ダンプ 〃 〃 3.80                C5D 3400 556

<表示価格には消費税含まず>

最　大
積載量

 トン

平成１８年
       認定
       型式

  三 菱 トラック
　　中古車価格

車体 馬力



　UDトラックス（日産ディ－ゼル） 平成２０年
荷台   新車   中古車

下取 卸売 （長） 発売当時    小売
万円 万円 ｍｍ   万円    万円

(カーゴとは本書では平ボデーの事です)

C WC WC WC W （クオン：6×4） （シャシクラス・10トン） 発売 20- 1
5桁目のLがAの場合はエアサス仕様

カーゴ 410PS ・・・・ 15.4 PKG-CW4ZLWHXC 9400 1692.4
　〃 〃 ・・・・ 15.4                   VHXC 9500 1692.4
　〃 〃 ・・・・ 12.7 PKG-CW4YLSHXC 7900 1570.9
　〃 〃 ・・・・ 12.8                   PHXC 7900 1562.9
　〃 〃 ・・・・ 13.0                   NHXC 7400 1526.9
ダンプ 〃 ・・・・ 11.1                   NDXC 6300 1592.9
カーゴ 380PS ・・・・ 13.5 ADG-CW4YLVH1B 9400 1533.9
　〃 〃 ・・・・ 12.7                   SH1B 8500 1513.9
　〃 〃 ・・・・ 12.8                   PH1B 7900 1499.9
　〃 〃 ・・・・ 13.0                   NH1B 7400 1463.9
ダンプ 〃 ・・・・ 11.1                   ND1B 6300 1529.9
カーゴ 350PS ・・・・ 15.4 ADG-CW4ZLWH1A 9400 1607.4
　〃 〃 ・・・・ 15.4                   VH1A 9500 1607.4
　〃 〃 ・・・・ 13.6 ADG-CW4YLVH1A 9400 1503.9
　〃 〃 ・・・・ 12.7                   SH1A 8500 1483.9
　〃 〃 ・・・・ 12.9                   PH1A 7900 1469.9
ダンプ 〃 ・・・・ 11.2                   ND1A 6300 1516.9
　〃 410PS ・・・・ 9.5 ADG-CW4XLHD1C 5100 1532.6
カーゴ 380PS ・・・・ 10.5 ADG-CW4XLVH1B 9600 1472.5
　〃 〃 ・・・・ 10.9                   PH1B 7900 1435.5
ダンプ 〃 ・・・・ 9.5                   HD1B 5100 1479.6
　〃 350PS ・・・・ 9.5 ADG-CW4XLHD1A 5100 1449.6

C GC GC GC G （クオン：8×4） （シャシクラス・10トン） 発売 20- 1
5桁目がAの場合はエアサス仕様

カーゴ 410PS ・・・・ 15.3 PKG-CG4ZMWHXC 9600 1692.4
　〃 〃 ・・・・ 15.4                    VHXC 9500 1692.4
　〃 380PS ・・・・ 15.6 ADG-CG4ZLWH1B 9600 1638.4
　〃 〃 ・・・・ 15.7                   VH1B 9600 1638.4
　〃 〃 ・・・・ 13.8 ADG-CG4YLWH1B 9600 1546.9
　〃 〃 ・・・・ 13.1                   SH1B 7800 1502.4
　〃 350PS ・・・・ 15.7 ADG-CG4ZLWH1A 9600 1616.9
　〃 〃 ・・・・ 15.7                   VH1A 9600 1616.9
　〃 〃 ・・・・ 13.9 ADG-CG4YLWH1A 9600 1516.9
　〃 〃 ・・・・ 13.2                   SH1A 7800 1472.4
　〃 380PS ・・・・ 11.9 ADG-CG4XLWH1B 9500 1483.4
　〃 350PS ・・・・ 11.9 ADG-CG4XLWH1A 9500 1429.4

【表示価格には消費税含まず】

       認定
       型式

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年

馬力
最　大

積載量
 トン

　　中古車価格

車体



小型バス
新車価格
発売当時 （自家用） （営業用）

人   万円   万円   万円

コースター 発売 22- 1
     6.2m 幼児専用　・・・・・・・・・・・ 42  BDG-XZB40 BKTSY 451.9

ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 　　　 〃 BRTNY 467.4
ハイルーフ　ＤＸ　・・・・MT 〃  PDG-XZB40 ZRMDY 368.7
　　〃　　　ＬＸ　・・・・・・・・ 〃  BDG-XZB40 ZRTNY 475.4
　　〃　　　ＧＸ　・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEY 539.7

     7.0m ロング　幼児専用　・・・・・・52  BDG-XZB50 ZKTSY 520.6 -
　〃　　ＬＸ　・・・・・・・・・・ 29  BDG-XZB50 ZRTNY 539.3
　〃　　ＧＸ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEY 572.3
　〃　　 〃  ・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEH 641.0
　〃　　ＥＸ　・・・・・・・・・・ 〃  BDG-XZB51 ZETQH 744.1
　〃　　 〃  ・・・・・・・・・・ 26 　　　 〃 ZRTQH 735.9
　〃　　スーパーラウンジ 20 　　　 〃 ZCTZH 772.1

     6.2m ビッグバン　ＬＸ　・・・・・・・・ 9  PDG-XZB46V ZRTNY 483.1
     7.0m 　　〃　　　 〃　ロング 〃  PDG-XZB56V ZRTNY 544.3

ハイエースコミューター 発売 22- 7
     5.4m ＤＸ　・・・・・・・・・2700 15  CBF-TRH223B LEPDK 254.5

ＧＬ　・・・・・・・・・　〃 〃 　　　 〃 LEPNK 265.9
ＤＸ　・・・・・・・・・3000D 〃  LDF-KDH223B LEPDY 301.0
ＧＬ　・・・・・・・・・　〃 〃 　　　 〃 LEPNY 312.5
ＤＸ　４ＷＤ　・・・2700 〃  CBF-TRH228B LEPDK 282.9
ＧＬ　４ＷＤ　・・・  〃 〃 　　　 〃 LEPNK 294.2

（前期） 発売 22- 1
     5.4m ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 15  CBF-TRH223B LEPDK 248.5

ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNK 260.6
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃  ADF-KDH223B LEPDY 290.9
ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNY 303.0
ＤＸ　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 〃  CBF-TRH228B LEPDK 276.8
ＧＬ　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNK 288.9

発売 21- 1
コースター コースター　21-7 一部改良あり（下記価格は改良後）

     6.2m 幼児専用　・・・・・・・・・・・ 42  BDG-XZB40 BKTSY 451.9
ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 　　　 〃 BRTNY 467.4
ハイルーフ　ＤＸ　・・・・MT 〃  PDG-XZB40 ZRMDY 368.7
　　〃　　　ＬＸ　・・・・・・・・ 〃  BDG-XZB40 ZRTNY 475.4
　　〃　　　ＧＸ　・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEY 539.7

     7.0m ロング　幼児専用　・・・・・・52  BDG-XZB50 ZKTSY 520.6 -
　〃　　ＬＸ　・・・・・・・・・・ 29  BDG-XZB50 ZRTNY 539.3
　〃　　ＧＸ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEY 572.3
　〃　　 〃  ・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 ZRTEH 641.0
　〃　　ＥＸ　・・・・・・・・・・ 〃  BDG-XZB51 ZETQH 744.1
　〃　　 〃  ・・・・・・・・・・ 26 　　　 〃 ZRTQH 735.9
　〃　　スーパーラウンジ 20 　　　 〃 ZCTZH 772.1

     6.2m ビッグバン　ＬＸ　・・・・・・・・ 9  PDG-XZB46V ZRTNY 483.1
     7.0m 　　〃　　　 〃　ロング 〃  PDG-XZB56V ZRTNY 544.3

ハイエースコミューター
     5.4m ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 15  CBF-TRH223B LEPDK 248.5

ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNK 260.6
ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃  ADF-KDH223B LEPDY 290.9
ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNY 303.0
ＤＸ　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 〃  CBF-TRH228B LEPDK 276.8
ＧＬ　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 〃 　　　 〃 LEPNK 288.9

<表示価格には消費税含まず>

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年

保険対象価格
通称
型式

認定
型式

  トヨタ
全長 車体及び乗車定員



小型バス
新車価格
発売当時 （自家用） （営業用）

人   万円   万円   万円

発売 19- 8

     7.0m スーパーリムジン　・・・・・・・ 19  ABG-DJW41 UGNJRJA 812.0
ＧＬ　・・・・・・・・・エアサス 29 　　　 〃 UGNJRGA 693.0
ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 29 　　　 〃 UGNJRDA 571.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 29  ABG-DHW41 UGNHRDA 505.5
ＤＸ　・・・・・・・・・・・ MT 29 　　　 〃 UGNHRDF 427.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 54 　　　 〃 UGNHRYA 483.5 -

     6.3m ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 26  ABG-DCW41 UGNCRDA 533.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 26  ABG-DVW41 UGNVRDA 467.5
ＤＸ　・・・・・・・・・・・ MT 29 　　　 〃 UGNVRDF 389.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 42 　　　 〃 UGNVRYA 423.5 -
（前期） 発売 19- 1

     7.0m スーパーリムジン　・・・・・・・ 19  UD-DJW41 UGNJRJA 804.5
ＧＬ　・・・・・・・・・エアサス 29  PA-AJW41 UVSJRGM 758.0
ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 29 　　　 〃 UVSJRDM 591.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 29  PA-AHW41 UVSHRDM 525.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 54 　　　 〃 UVSHRYM 517.5 -

     6.3m ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 26  PA-ACW41 UVSCRDM 553.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 26  PA-AVW41 UVSVRDM 487.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 42 　　　 〃 UVSVRYM 457.5 -

発売 19- 8

     5.0m ＧＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  CBF-DSGE25 VBG4RPA 241.0
 〃　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  ADF-DWGE25 VWS4RPA 270.1
 〃　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 12  ADF-DWMGE25 VWS8RPA 301.3
（前期） 発売 19- 1

     5.0m ＧＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  GE-DQGE25 VBG4RPA 238.4
 〃　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  KR-DWGE25 VWS4RPA 257.9
 〃　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 12  KR-DWMGE25 VWS8RPA 289.1

発売 18- 1

     7.0m スーパーリムジン　・・・・・・・ 19  UD-DJW41 UGNJRJA 804.5
ＧＬ　・・・・・・・・・エアサス 29  PA-AJW41 UVSJRGM 758.0
ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 29 　　　 〃 UVSJRDM 591.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 29  PA-AHW41 UVSHRDM 525.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 54 　　　 〃 UVSHRYM 517.5 -

     6.3m ＳＶ　・・・・・・・・・エアサス 26  PA-ACW41 UVSCRDM 553.5
ＳＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 26  PA-AVW41 UVSVRDM 487.5
幼児専用　・・・・・・・・・・ 42 　　　 〃 UVSVRYM 457.5 -

発売 18- 1

     5.0m ＧＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  GE-DQGE25 VBG4RPA 238.4
 〃　・・・・・・・・・・・・・・・・ 12  KR-DWGE25 VWS4RPA 257.9
 〃　４ＷＤ　・・・・・・・・・・ 12  KR-DWMGE25 VWS8RPA 289.1

<表示価格には消費税含まず>

シビリアン

キャラバン

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年

シビリアン

キャラバン

保険対象価格
通称
型式

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年

  ニッサン
全長 車体及び乗車定員

認定
型式



平成１９年
新車価格 保険対象

仕様 発売当時 価格
人   万円   万円

発売 19- 2

路線バス エルガエルガエルガエルガ
  10.28m ワンステップ 260PS 77 PKG-LV234L2 都市型・前乗 MT 2032
　　 〃 　　〃 〃 77 PDG-LV234L2 都市型・前乗 MT 2032
  10.78m 　　〃 〃 81 PDG-LV234N2 都市型・前乗 AT 2176
　　 〃 　　〃 〃 81 PKG-LV234N2 都市型・前乗 MT 2039
  11.28m 　　〃 〃 86 PKG-LV234Q2 都市型・前乗 MT 2047
　　 〃 　　〃 〃 86 PDG-LV234Q2 都市型・前乗 AT 2183
  10.42m ノンステップ 260PS 74 PKG-LV234L2 都市型・前乗 MT 2217
　　 〃 　　〃 〃 74 PDG-LV234L2 都市型・前乗 MT 2217
  10.92m 　　〃 〃 78 PKG-LV234N2 都市型・前乗 MT 2224
　　 〃 　　〃 〃 78 PDG-LV234N2 都市型・前乗 AT 2360

エルガミオエルガミオエルガミオエルガミオ
  8.99m ワンステップ 240PS 60 PDG-LR234J2 都市型・前乗 MT 1478
　　 〃 ノンステップ 〃 58          〃 都市型・前乗 MT 1792

高速路線 ガーラガーラガーラガーラ
  11.99m ハイデッカー 380PS 56 PDG-RU1ESAN DVA-NL 前扉折戸 3418
　　 〃 　　〃 〃 61          〃 DVC-NL 前扉折戸 3433
　　 〃 　　〃 〃 43          〃 DVG-NL 前扉折戸 3697
　　 〃 　　〃 〃 41          〃 DVJ-NL 前扉折戸 3693
　　 〃 　　〃 〃 45          〃 DVL-NL 前扉折戸 3709
　　 〃 　　〃 460PS 31          〃 NVT-NN 夜間高速 4372
　　 〃 スーパーハイデッカ 〃 31 PDG-RU1ESAG NVU-NP 夜間高速 4960

観光バス ガーラガーラガーラガーラ
  11.99m スーパーハイデッカ 460PS 57 PDG-RU1ESAG NDB-KL 客席11列 4106
　　 〃 　　〃 〃 62          〃 NDC-KL 客席12列 4121
　　 〃 　　〃 〃 56          〃 NDE-KM 客席11列 4194
　　 〃 　　〃 〃 50          〃 NDH-KN 客席10列 4210
　　 〃 　　〃 〃 55          〃 NDG-KN 客席11列 4228
　　 〃 　　〃 〃 57          〃 NDM-KX 客席12列 4292
　　 〃 　　〃 〃 -          〃 NDN-KT トイレ中部 4425
　　 〃 　　〃 〃 -          〃 NDN-KW トイレ中部 4488
　　 〃 　　〃 〃 57          〃 NDP-KQ トイレ後部 4408
　　 〃 ハイデッカー 380PS 57 PDG-RU1ESAN NBC-KL 客席11列 3481
　　 〃 　　〃 〃 62          〃 DDC-KL 客席12列 3496
　　 〃 　　〃 〃 56          〃 DDE-KM 客席11列 3568
　　 〃 　　〃 〃 55          〃 DDG-KN 客席11列 3601
　　 〃 　　〃 〃 57          〃 DDM-KX 客席12列 3664
　　 〃 　　〃 〃 -          〃 DDK-KT 客席11列 3859
　　 〃 　　〃 〃 -          〃 DDK-KW 客席11列 3944
　　 〃 ハイデッカー VP 380PS 62 PDG-RU1ESAN DBC-KL 客席12列 3937
　　 〃 　　〃 〃 56          〃 NBC-KN 客席11列 2982
  8.99m ハイデッカー９ 270PS 42 BDG-RU8JHAJ DDB-KL 客席8列 2769
　　 〃 　〃　　 〃 〃 36          〃 DDE-KM 客席7列 2807
　　 〃 　〃　　 〃 〃 41          〃 DDF-KM 客席8列 2819
　　 〃 　〃　　 〃 〃 35          〃 DDG-KN 客席7列 2813
　　 〃 　〃　　 〃 〃 39          〃 DDM-KX 客席8列 2875
　　 〃 　〃　　 〃 〃 35          〃 DDK-KT 客席7列 3075
　　 〃 　〃　　 〃 〃 34          〃 DDN-KW 客席7列 3126
観光・自家用 ガーラミオガーラミオガーラミオガーラミオ
  8.99m M-Ⅰ  ９列 225PS 62 BDG-RR7JJBJ BUAJF MT 1242
　　 〃 M-Ⅱ　９列 〃 38          〃 BUDJE MT 1485
　　 〃 M-Ⅲ　８列 〃 35          〃 BUEJC MT 1699
　　 〃 M-Ⅲ ７列サロン 〃 31          〃 BUFJC MT 1735

自家用 エルガエルガエルガエルガ
  10.28m 自家用 300PS 61 PKG-LV234N2 AADUW-2 MT 1832
  10.78m 　　〃 〃 56 PDG-LV234L2 AADU-2 MT 1824

<表示価格には消費税含まず>

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年

車体及び乗車定員 通称

  いすゞ　　　大型バス

全 長
認定
型式



中古車
下取 卸売 小売
千円 千円 千円

SGグレード 発売 23- 1
標準キャブ *AT・・・・・スムーサーＥ

3000DT フラットロー　・・・・・・・・・・・・・ *AT 1500 BKG-NHR85A EC4AA-D 2883
　　〃　　　ダブルキャブ　・・・　 〃 〃 　　　〃 EC4WA-D 2988
フルフラットロー　・・・・・ 4WD 〃 〃 BKG-NHS85A EC6AA-D 3156
フラットロー　・・・・・・・・・・・・・ *AT 2000 BKG-NJR85A EE4AA-D 3688
高床　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EE5AA-D 3688
フルフラットロー　・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 EE6AA-D 3778
　〃　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 3000 BKG-NKR85A EJ6AA-D 3818
　〃　・・・・・・・・・・・・・ 4WD 〃 2000 BDG-NKS85A EE6AA-D 4149
高床　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 BKG-NKR85A EE5AA-D 3758
　〃　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 3000 　　　〃 EJ5AA-D 3838
フルフラットロー　ダブルキャブ　 〃 2000 BKG-NJR85A EE6WA-D 3863
高床　・・・・・・・・・強化ダンプ 〃 〃 BKG-NJR85AD EE5MAK52D 3939
フルフラットロー　・・・・　〃 〃 〃 　　　〃 EE6AK51D 3939

ハイキャブ
3000DT ロング　フルフラットロー　・・・・・*AT 2000 BKG-NLR85AR HE6AA-D 3948

　〃　　　　〃             ・・・・・ 〃 3000 BKG-NMR85AR HJ6AA-D 4078
　〃　　　　〃             4WD 〃 2000 BKG-NLS85AR HE6AA-D 4259
ロング　高床　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 BKG-NLR85AR HE5AA-D 3913
　〃　　　〃   ・・・・・・・・・・・・ 〃 3000 BKG-NMR85AR HJ5AA-D 4043
　〃 　フルフラットロー ダブルキャブ 〃 1900 BKG-NLR85AN HE6WA-D 4058

ワイドキャブ
3000DT ロング　フルフラットロー　・・・・・*AT 2000 BKG-NNR85AR HE6AA-D 4232

　〃　　　　〃             ・・・・・ 〃 3000 BKG-NPR85AR HJ6AA-D 4301
　〃　　　　〃              4WD 〃 2000 BKG-NNS85AR HE6AA-D 4698
超ロング　　〃　　　　　 ・・・・・ 〃 2000 BKG-NPR85AR KE6AA-D 4301
　〃　　　　〃             ・・・・・ 〃 3000 BKG-NPR85AR KJ6AA-D 4471
ロング　高床　・・・・・・・・・・・・ 〃 2000 BKG-NPR85AR HE5AA-D 4197
　〃　　　〃   ・・・・・・・・・・・・ 〃 3000 BKG-NPR85AR HJ5AA-D 4267
超ロング　〃　・・・・・・・・・・・・ 〃 2000 BKG-NPR85AR KE5AA-D 4267
　〃　　　〃   ・・・・・・・・・・・・ 〃 3000 BKG-NPR85AR KJ5AA-D 4336
ロング フルフットロー ダブルキャブ 〃 2000 BKG-NPR85AR HE6WA-D 4397

5200DT ロング　高床　・・・・・・・・・・・・ 〃 4500 PKG-NPR75N HQ5AA-D 4488
超ロング　〃　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 KQ5AA-D 4558
ロング　フルフラットロー　・・・・・ 〃 〃 　　　〃 HQ6AA-D 4523
超ロング　〃　・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 KQ6AA-D 4593

ＣＮＧ

-- -- 4600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *AT 2000 NFG-NMR82A HE6AY-D 4274 --
（キャブ付シャシ価格）

ハイブリッド ＳＴグレード

-- -- 4800D ロング　フルフラットロー　・・・・・*AT 2000  BJD-NMR85AN HE6AY-HD 4794 --
（キャブ付シャシ価格）

【表示価格には消費税含まず】

（前期）

　　中古車価格

エ　ル　フ

　いすゞ 平成２３年

仕　　　　様
最　大

積載量
     kg

新車
価格
(千円)

 　認定
 　型式

通称
型式



  新車  中古車
下取 卸売 発売当時    小売
千円 千円   千円    千円

発売 19- 1
バン
1500 Ｅ　２ＷＤ　・・・・・・・・・・・・・・CVT 400 DBE-CS2V LTME 1260

Ｇ　　〃　　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 LTME2 1362
Ｅ　４ＷＤ　・・・・・・・・・・・・・・ AT 〃 　　　〃 LRMEZ 1460
Ｇ　　〃　　・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 LRMEZ2 1562

発売 19- 8
バン
2000 標準フロア　ＣＤ　・・・・・・・・・ MT 1250 ABF-SKE6VM LL5NS3 1735

標準フロア　ＤＸ　・・・・・・・・・ AT 〃 　　　〃 LL5ED6 1901
2000D 標準フロア　ＣＤ　・・・・・・・・・ MT 〃 ADF-SKF6VM LL5NS3 2023

標準フロア　ＤＸ　・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 LL5ND6 2089
フラットフロア　ＧＬ　・・・・・・・・・〃 〃 　　　〃 LW5NU6 2226

発売 19- 1
2WD
2000 ロング　フラットフロア ＤＸ AT 1250 TC-SKE6VM LW5ED6 1900

2000D ロング　標準フロア　ＧＬ 〃 〃 KR-SKF6VM LL5EU6 2219
4WD

2000D ロング　標準フロア　ＤＸ MT 1250 KR-SKF6MM LL5ND5 2315

発売 19- 8
バン 2WD
1800 標準フロア　エアロルーフ ＤＸ AT 750 ABF-SK82VM NL5ED6 1550

2000D 標準フロア　エアロルーフ ＤＸ 〃 〃 ADF-SKF2VM NW4ED6 1830
標準フロア　ハイルーフ　ＧＬ 〃 〃 　　　〃 NL5EU6 1986

バン 4WD
1800 標準フロア　エアロルーフ ＤＸ AT 900 ABF-SK82MM NL4ED6 1776

2000D 標準フロア　エアロルーフ ＤＸ MT 〃 ADF-SKF2MM NL4ND6 1999

トラック 2WD
1800 標準　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ MT 850 ABF-SK82TM WNAND 1299

ロング　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 1000 　　　〃 WLBND 1328
2000D 標準　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 850 ADF-SKF2TM WNAND 1583

ロング　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 1000 　　　〃 WLBND 1612
トラック 4WD
1800 標準　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ MT 850 ABF-SK82LM LNAND 1535

2000D 標準　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 ADF-SKF2LM LNAND 1871

発売 19- 1
バン 2WD
1800 エアロルーフ フラットフロア ＤＸ AT 1000 TC-SK82VM NW5ED6 1524

2000D エアロルーフ フラットフロア ＤＸ MT 〃 KR-SKF2VM NW4ND6 1649
ハイルーフ　標準フロア　ＧＬ　 AT 750 KQ-SKF2VM HL5EU6 1904

バン 4WD
1800 ハイルーフ　標準フロア　ＤＸ　 MT 900 TC-SK82MM HL4ND6 1678

2000D エアロルーフ 標準フロア　ＤＸ AT 〃 KR-SKF2MM NL4ED6 2003

トラック 2WD
1800 高床　シングル　ＤＸ　・・・・・ MT 850 TC-SK82TM LNAND 1238

低床　ダブル　ロング　ＤＸ　・・ 〃 1000 　　　〃 WLBND 1285
2000D 高床　シングル　ＤＸ　・・・・・ 〃 850 KQ-SKF2TM LNAND 1462

低床　ダブル　ロング　ＤＸ　・・ 〃 1000 　　　〃 WLBND 1509
トラック 4WD
1800 高床　シングル　ＤＸ　・・・・・ MT 850 TC-SK82LM LNAND 1492

2000D 高床　シングル　ＤＸ　・・・・・ 〃 〃 KR-SKF2LM LNAND 1741

<表示価格には消費税含まず>

（前期）

ランサー カーゴ

デリカ カーゴ

（前期）

デ　リ　カ

 　認定
 　型式

通称
型式

　三菱 平成１９年

仕　　　　様
最　大

積載量
     kg

　　中古車価格



  新車  中古車
下取 卸売 発売当時    小売
千円 千円   千円    千円

発売 21- 1

2WD
1800 ＶＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 450 CBF-VJY12 YDSARFA 1727

ＬＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 YDSARDA 1533
1500 ＧＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 DBF-VY12 YDUAREA 1383
4WD
1600 ＧＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 DBF-VZNY12 YDTNREA 1642

発売 21- 1

2WD
1500 ＶＥ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 450 DBF-VY12 YDUARDA 1346

ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 YDUARBA 1310
1200 ＶＥ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 300 DBE-VAY12 YDKARDA 1249

ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 YDKARBA 1213
4WD
1600 ＶＥ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AT 400 DBF-VZNY12 YDTNRDA 1605

ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 YDTNRBA 1574

発売 21- 5

バンバンバンバン
2WD
1600 ＤＸ　（２人乗り）　・・・・・・・・・ AT 600 DBF-VM20 ・・ 1558

ＤＸルートバン　（２人乗り） ・・ 〃 〃 　　　〃 ・・ 1558
ＤＸ　（５人乗り）　・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 ・・ 1635
ＧＸ　（５人乗り）　・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 ・・ 1809

発売 21- 1

バンバンバンバン
4WD
1800 低床　ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ AT 900 ABF-SK82MN HBZNRDA 1826

　〃　 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 HBZNRGA 1929
　〃　 ＶＸ　ハイルーフ　・・・・・ 〃 〃 　　　〃 MBZNRVA 2088

2000DT 低床　ＣＤ　・・・・・・・・・・・・・ MT 〃 ADF-SKF2MN HVYNRCF 1965
　〃　 ＤＸ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 HVYNRDF 2129
　〃　 ＧＬ　・・・・・・・・・・・・・ 〃 〃 　　　〃 HVYNRGF 2232
　〃　 ＶＸ　ハイルーフ　・・・・・ AT 〃 　　　〃 HVYNRVA 2481

トラックトラックトラックトラック
1800 スーパーロー　ＤＸ　・・・・・・・・ MT 850 ABF-SK82TN TBZARDF 1349

　　　〃　　　　〃　ロング　・・・ 〃 1000 　　　〃 NBZCRDF 1378
2000DT スーパーロー　ＤＸ　・・・・・・・・ 〃 850 ADF-SKF2TN TVYARDF 1713

　　　〃　　　　〃　ロング　・・・ 〃 1000 　　　〃 NVVCRDF 1742
4WD
1800 スーパーロー　ＤＸ　・・・・・・・・ MT 1000 ABF-SK82LN TBZMRDF 1585

2000DT 　　　〃　　　　〃　ロング　・・・ 〃 〃 ADF-SKF2LN TVYMRDF 2001

<表示価格には消費税含まず>

通称
型式

 　認定
 　型式

　ニッサン 平成２１年

仕　　　　様
最　大

積載量
     kg

　　中古車価格

Ａ　　Ｄ　

バ　ネ　ッ　ト　

ＡＤエキスパート

ＮＶ200バネット
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䭩䭭䮎䭪 䌁䌕䌄䌉
ᣂゞ ਛฎゞ

䇭ਅข 䇭ᄁ 䇭䇭䊝䊂䊦 ឃ᳇㊂ 䉲䊐䊃 ⊒ᄁᒰᤨ ዊᄁ
䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩 㪚㪚 䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩

䯴ᵈ䫹䎍䎤䎷䯂䯂䯂䯂䎶䮏䮴䮒䮊䭶䯂䰞䮏䮴䮒䮊䭶䎒䮂䮦䰍䰠䯵

䰍䯽䫹䎔䎑䎗䎃䎷䎩䎶䎬䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䯴䮑䮚ή䯵 䎔䎖䎛䎜 䯿䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎻䎦䎤䎻 䎕䎙䎓䎑䎓
䰍䯽䫹䮀䮤䯃䮋䮗䮊䭶䫹䎔䎑䎗䎷䎩䎶䎬 䎔䎖䎛䎜 䰁䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎚䎜䎑䎓
䰍䯿䫹䮀䮤䯃䮋䮗䮊䭶䫹䎔䎑䎗䎷䎩䎶䎬 䎔䎖䎛䎜 䰁䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎳䎦䎤䎻 䎕䎜䎖䎑䎖
䫹䫹䎃䫹䫹䫼䫹䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎛䎳䎦䎦䎽䎩 䎗䎗䎔䎑䎓
䰍䰀䫹䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃 䎔䎜䎛䎗 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎮䎦䎧䎱 䎗䎔䎜䎑䎓
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎮䎦䎧䎱䎩 䎗䎜䎛䎑䎔
䰍䰀䫹䭩䮗䮺䮏䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬 䎔䎜䎛䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎦䎹䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎮䎦䎧䎱 䎗䎖䎙䎑䎕
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎮䎦䎧䎱䎩 䎘䎔䎘䎑䎕
䰍䰀䫹䭱䯃䮲䮴䯃䮐䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎛䎮䎦䎧䎱䎤 䎘䎚䎔䎑䎓
䰍䰁䮀䮤䯹䮋䮗䮊䭶䎕䎑䎓䎷䎩䎶䎬䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎷䎦䎧䎱䎯 䎘䎘䎕䎑䎗
䰍䰁䫹䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䫹䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎛䎷䎦䎧䎱䎩 䎘䎙䎜䎑䎘
䰍䰁䎃䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎔䎜䎛䎗 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎛䎩䎦䎧䎱䎩 䎙䎕䎕䎑䎜
䰍䰂䫹䎕䎑䎛䫹䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎕䎚䎚䎕 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎗䎪䎦䎫䎹䎶 䎘䎛䎔䎑䎓
䫹䫹䫹䎖䎑䎓䫹䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎕䎜䎜䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎗䎪䎦䎪䎺䎶 䎚䎜䎘䎑䎕
䰍䰂䫹䮖䭫䮝䮱䮊䮐 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎤䎤䎐䎗䎪䎦䎫䎭䎶 䎙䎘䎚䎑䎔
䰍䰂䫹䭩䮗䮺䮏䎃䎃䎕䎑䎛䎃䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴䫹䎕䎚䎚䎕 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎗䎪䎦䎫䎹䎶 䎙䎓䎜䎑䎘
䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃䫼䎃䎃䎃䫹䎖䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎕䎜䎜䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎗䎪䎦䎪䎺䎶 䎛䎕䎖䎑䎛
䰍䰃䮀䮤䯹䮋䮗䮊䭶䎖䎑䎓䎷䎩䎶䎬䭶䮶䮏䮴 䎕䎜䎜䎗 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎗䎪䎦䎪䎺䎦 䎛䎖䎚䎑䎔
䰍䰄䎃䎖䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎕䎜䎜䎗 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䎧䎥䎤䎐䎗䎫䎦䎪䎺䎩 䎜䎔䎙䎑䎕
䫹䫹䎃䎃䎗䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎖䎜䎜䎕 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎗䎫䎦䎨䎸䎩 䎔䎔䎗䎕䎑䎜
䰍䰄䎃䰘䎃䎃䎗䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴 䎖䎜䎜䎕 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎗䎫䎦䎨䎸䎯 䎔䎕䎚䎔䎑䎗
䰍䰄䎃䰘䎃䎃䎺䎔䎕䫹䭶䮶䮏䮴 䎙䎕䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎗䎫䎦䎨䎭䎯 䎔䎜䎙䎕䎑䎜
䰍䰄䫹䮖䭫䮝䮱䮊䮐 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎤䎤䎐䎗䎫䎦䎫䎭䎤 䎜䎓䎕䎑䎜
䰝䯿䎃䎕䎑䎓䎃䎷䎩䎶䎬䎃䭶䮶䮏䮴䎋䎔䎚䎓䎳䎶䎌 䎔䎜䎛䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎛䎸䎦䎦䎽䎩 䎖䎛䎜䎑䎘
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎋䎕䎔䎔䎳䎶䎌 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎛䎸䎦䎳䎶䎩 䎗䎘䎙䎑䎕
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䫹䫹䎃䎃䏛䎧䏕䏌䏙䏈䯿䯼䏌 䎕䎜䎜䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎳䎦䎖䎓 䎙䎔䎗䎑䎖
䰤䰁䫹䏛䎧䏕䏌䏙䏈䯿䯼䏌 䎕䎜䎜䎙 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎩䎨䎖䎓 䎚䎗䎕䎑䎜
䫹䫹䎃䎃䏛䎧䏕䏌䏙䏈䰀䰄䏌 䎗䎚䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎩䎨䎗䎛 䎜䎗䎚䎑䎙
䰤䰂䫹䏛䎧䏕䏌䏙䏈䯿䰁䏌 䎕䎜䎚䎜 䰁䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎩䎪䎖䎓 䎛䎖䎖䎑䎖
䫹䫹䫹䏛䎧䏕䏌䏙䏈䰁䯼䏌 䎗䎖䎜䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎩䎪䎗䎗 䎔䎓䎗䎕䎑䎜
䰦䰀䫹䏖䎧䏕䏌䏙䏈䯾䯿䏌 䎕䎗䎜䎙 䮴䯃䮐䮀䮆䯃 䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎯䎰䎕䎘 䎗䎜䎛䎑䎔
䫹䫹䎃䎃䏖䎧䏕䏌䏙䏈䯿䰁䏌 䎕䎜䎚䎜 䫼 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎯䎰䎖䎓 䎙䎙䎔䎑䎜
䰦䰀䫹䮴䯃䮐䮀䮆䯃䫹䎃䎕䎑䎘䰵 䎕䎗䎜䎙 䮴䯃䮐䮀䮆䯃 䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎥䎸䎕䎘 䎗䎖䎖䎑䎖
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎖䎑䎓䏖䏌䫹 䎕䎜䎜䎙 䫼 䫼 䎤䎥䎤䎐䎥䎸䎖䎓 䎘䎛䎔䎑䎓
䫹䫹䫹䰙䎃䮴䯃䮐䮀䮆䯃 䎖䎕䎗䎘 䫼 䎙䎰䎷 䎤䎥䎤䎐䎥䎷䎖䎕 䎛䎔䎜䎑䎓
䰦䰀䫹䭶䯃䮡䫹䎖䎑䎓䏖䏌 䎕䎜䎜䎙 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎧䎸䎖䎓 䎘䎙䎔䎑䎜
䫹䫹䫹䰙䎃䭶䯃䮡 䎖䎕䎗䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎙䎰䎷 䎤䎥䎤䎐䎧䎸䎖䎕 䎚䎜䎓䎑䎘

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡

ᐔᚑ䯾䯽ᐕ

䇭䇭䇭䇭ਛฎゞ

䯴䎕䎓䎓䎜ᐕ䯵

䇭䇭ቯ
䇭䇭ဳᑼ

䊗䊂䊷䉺䉟䊒

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䯴ᵈ䫹䎍䎤䎷䯂䯂䯂䯂䮂䮦䰍䰠䯂䎚䎰䎷䯵

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃



䮨䮲䮂䮎䮀䯂䮠䮺䮋 䌍䌅䌒䌃䌅䌄䌅䌓㪄䌂䌅䌎䌚
ᣂゞ ਛฎゞ

䇭ਅข 䇭ᄁ 䇭䇭䊝䊂䊦 ឃ᳇㊂ 䉲䊐䊃 ⊒ᄁᒰᤨ ዊᄁ
䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩 㪚㪚 䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩

䰍䯽䰃䯼 䎔䎙䎜䎛 䰁䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎔䎙䎜䎓䎖䎕 䎕䎗䎓䎑䎓
䰍䯽䰃䯼䫹䭯䮳䭳䮺䮀 䎔䎙䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎚䎘䎑䎓
䰍䯾䯼䯼䫹䭯䮳䭳䮺䮀 䎕䎓䎖䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎔䎙䎜䎓䎖䎖 䎕䎜䎘䎑䎓
䰏䯽䰄䯼䫹䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃 䎔䎚䎜䎘 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎓䎗䎙 䎖䎛䎓䎑䎓
䰏䯾䯼䯼䫹䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎚䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎓䎗䎕 䎗䎗䎙䎑䎓
䰏䯾䯿䯼䫹䎃䫼䫹䫹䎃䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎔䎚䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎓䎗䎓 䎗䎚䎙䎑䎓
䰏䯾䰀䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎓䎙䎔 䎘䎕䎛䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䰀䮥䮈䮊䭶䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎓䎛䎔 䎘䎘䎛䎑䎓
䰏䯽䰄䯼䫹䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃 䎔䎚䎜䎘 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎕䎗䎙 䎗䎓䎓䎑䎓
䰏䯾䯼䯼䫹䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎚䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎕䎗䎕 䎗䎙䎙䎑䎓
䰏䯾䯿䯼䫹䎃䫼䫹䫹䎃䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎔䎚䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎕䎗䎓 䎗䎜䎙䎑䎓
䰏䯾䰀䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎕䎙䎔 䎘䎗䎛䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䰀䮥䮈䮊䭶䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎕䎛䎔 䎘䎚䎛䎑䎓
䰏䯽䰄䯼䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃䮀䮤䯃䮋䭶䯃䮡 䎔䎚䎜䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎚䎗䎙 䎖䎙䎙䎑䎓
䰏䯾䯼䯼䫹䫹䫹䫼䫹䭯䮣䮱䮬䯹䭾䮮䮺 䎔䎚䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎖䎚䎗䎕 䎗䎔䎙䎑䎓
䰑䯾䰀䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎓䎙䎔 䎙䎓䎙䎑䎓
䰑䯿䯾䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎓䎙䎘䎦 䎚䎖䎓䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎗䮥䮈䮊䭶 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎓䎛䎕 䎚䎚䎓䎑䎓
䰑䯿䰁䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎖䎗䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎕䎔䎔䎓䎘䎙䎦 䎚䎗䎓䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎗䮥䮈䮊䭶 䎖䎗䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎕䎔䎔䎓䎛䎚 䎚䎛䎓䎑䎓
䰑䰁䯼䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎓䎚䎓 䎛䎜䎛䎑䎓
䰑䯾䰀䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎕䎙䎔 䎙䎘䎛䎑䎓
䰑䯿䯾䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎕䎙䎘䎦 䎚䎙䎙䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎗䮥䮈䮊䭶 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎕䎛䎕 䎛䎓䎙䎑䎓
䰑䯿䰁䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐 䎖䎗䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎕䎔䎔䎕䎘䎙䎦 䎚䎚䎙䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䎗䮥䮈䮊䭶 䎖䎗䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎧䎥䎤䎐䎕䎔䎔䎕䎛䎚 䎛䎔䎙䎑䎓
䰑䰁䯼䯼䫹䭩䮗䮺䭵䮪䮲䮐䫹 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎔䎕䎚䎓 䎜䎕䎗䎑䎓
䰏䰘䰗䯾䯼䯼䫹䭺䮺䮞䮳䮊䭼䯃䎃䎃 䎔䎚䎜䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎓䎜䎖䎗䎕 䎘䎗䎕䎑䎓
䰏䰘䰗䯾䰀䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎜䎖䎙䎔 䎙䎓䎙䎑䎓
䰏䰘䰗䯿䯾䯼 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎜䎖䎙䎘 䎚䎗䎕䎑䎓
䫹䫹䫼䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳 䎖䎔䎜䎜 䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲 䫼 䎪䎫䎐䎕䎓䎜䎗䎙䎘 䎛䎓䎕䎑䎓
䰏䰘䰟䯿䰁䯼 䎖䎗䎜䎚 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎕䎔䎜䎖䎘䎙䎦 䎛䎔䎓䎑䎓
䰏䰘䰟䰁䯼䯼 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎦䎥䎤䎐䎕䎔䎜䎖䎚䎘 䎜䎛䎓䎑䎓
䰟䯿䰁䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎚䎕䎗 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎕䎓䎓䎙䎚 䎛䎘䎗䎑䎓
䰟䰀䯿䯼䫹䰀䮥䮈䮊䭶 䎗䎕䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎕䎓䎓䎛䎖 䎔䎓䎚䎓䎑䎓
䰟䰁䯼䯼 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎕䎓䎓䎚䎘 䎔䎔䎕䎓䎑䎓
䰟䰁䯼䯼䰘 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎕䎓䎔䎚䎘 䎔䎕䎓䎓䎑䎓
䰟䰂䯼䯼䰘䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎘䎘䎔䎖 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎕䎓䎔䎚䎙 䎔䎙䎗䎓䎑䎓
䰟䰘䰗䯾䰄䯼 䎕䎜䎜䎙 䎤䎷 䎧䎥䎤䎐䎔䎚䎔䎗䎘䎗 䎘䎛䎓䎑䎓
䰟䰘䰗䯿䰁䯼 䎖䎗䎜䎚 䫼 䫼 䎦䎥䎤䎐䎔䎚䎔䎗䎘䎙 䎙䎗䎓䎑䎓
䰟䰘䯿䰁䯼 䎖䎚䎕䎗 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎖䎓䎗䎙䎚 䎔䎓䎙䎓䎑䎓
䰟䰘䰁䯼䯼 䎗䎜䎙䎘 䫼 䫼 䎪䎫䎐䎕䎖䎓䎗䎚䎘 䎔䎖䎕䎓䎑䎓
䰟䰘䰂䯼䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎘䎘䎔䎖 䫹䫼 䫼 䎪䎫䎐䎕䎖䎓䎗䎚䎙 䎔䎚䎖䎓䎑䎓
䰏䰘䰁䯼䯼 䎗䎜䎙䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎕䎔䎘䎖䎚䎘 䎔䎕䎚䎓䎑䎓
䰏䰘䰂䯼䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎘䎘䎔䎖 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎕䎔䎘䎖䎚䎙 䎔䎙䎜䎓䎑䎓
䰙䰘䯿䰁䯼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎚䎕䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎔䎙䎖䎔䎘䎚 䎘䎙䎓䎑䎓
䰓䯿䯾䯼䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䯴䯿䮐䭩䯵 䎖䎔䎜䎜 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎗䎙䎖䎕䎗䎗 䎛䎘䎗䎑䎓
䰓䯿䯾䯼䰘 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎗䎙䎖䎕䎗䎘 䎜䎗䎗䎑䎓
䰓䰁䯼䯼䰘 䎗䎜䎙䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎗䎙䎖䎕䎗䎛 䎔䎔䎔䎗䎑䎓
䮗䮔䭱䫹䯽䯺䰅䫹䭩䮺䮚䭯䮺䮍 䎔䎛䎜䎚 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎗䎔䎗䎚䎓䎓 䎖䎕䎙䎑䎓
䮚䭩䮕䫹䯿䯺䯾䎃䮏䮳䮺䮐 䎖䎔䎜䎜 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎤䎷 䎪䎫䎐䎙䎖䎜䎛䎔䎔䎦 䎗䎛䎓䎑䎓
䮚䭩䮕䫹䯿䯺䯾䎃䭩䮺䮚䭯䮺䮍 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎪䎫䎐䎙䎖䎜䎛䎔䎔䎃 䎘䎘䎓䎑䎓
䮚䭩䮕䫹䯿䯺䯾䎃䭩䮺䮚䭯䮺䮍䎃䮴䮺䭷 䎖䎔䎜䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎘䎚䎓䎑䎓

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡

䮴䯃䮐䮀䮆䯃

䮴䯃䮐䮀䮆䯃

䊗䊂䊷䉺䉟䊒

ᐔᚑ䯽䰃ᐕ

䇭䇭䇭䇭ਛฎゞ

䯴䎕䎓䎓䎘ᐕ䯵

䇭䇭ቯ
䇭䇭ဳᑼ

䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃



䮤䮲䭾䭮 䌐䌏䌒䌓䌃䌈䌅
ᣂゞ ਛฎゞ

䇭ਅข 䇭ᄁ 䇭䇭䊝䊂䊦 ឃ᳇㊂ 䉲䊐䊃 ⊒ᄁᒰᤨ 䇭ዊᄁ
䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩 㪚㪚 䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩

䎳䎧䎮䚆䮂䮦䎤䎷

䮣䭶䮀䮆䯃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎛䎜䎕 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎛䎚䎰䎤䎔䎕䎓 䎘䎚䎜䎑䎓
䫹䎃䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎛䎜䎕 䫼 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎙䎕䎖䎑䎛
䮣䭶䮀䮆䯃䰟䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎗䎖䎙 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎛䎚䎰䎤䎔䎕䎔 䎚䎔䎙䎑䎕
䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎗䎖䎙 䫼 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎚䎙䎔䎑䎓
䭸䭫䮥䮺 䎕䎛䎜䎕 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎛䎚䎰䎤䎔䎕䎓 䎙䎕䎜䎑䎘
䫹䎃䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎕䎛䎜䎕 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎙䎚䎗䎑䎖
䭸䭫䮥䮺䰟 䎖䎗䎖䎙 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎛䎚䎰䎤䎔䎕䎔 䎚䎜䎓䎑䎘
䫹䎃䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎗䎖䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎛䎖䎘䎑䎕
䰅䯽䯽䭲䮳䮰䫹䭶䯃䮡䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎕 䎔䎔䎓䎙䎑䎚
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎔䎚䎛䎑䎔
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䰙䰠 䫹䫹䫹䫼 䎔䎕䎚䎖䎑䎖
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎖䎗䎗䎑䎛
䰅䯽䯽䭲䮳䮰䰟䫹䭶䯃䮡䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎔 䎔䎖䎔䎓䎑䎘
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎖䎛䎔䎑䎜
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䰙䰠 䫹䫹䫹䫼 䎔䎗䎚䎛䎑䎔
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎘䎗䎜䎑䎘
䰅䯽䯽䭲䮳䮰䰀䫹䭶䯃䮡䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎕 䎔䎕䎕䎕䎑䎜
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎃䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎕䎜䎗䎑䎖
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎗䎗䎚䎑䎙
䰅䯽䯽䭲䮳䮰䰀䰟䫹䭶䯃䮡䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎔 䎔䎗䎕䎘䎑䎚
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䎃䫹䎃䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎗䎜䎚䎑䎔
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䎳䎧䎮 䫹䫹䫹䫼 䎔䎙䎘䎖䎑䎖
䰅䯽䯽䮆䮲䭳䰀䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎘 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎕 䎔䎖䎜䎙䎑䎕
䫹䫹䫹䮆䮲䭳䰀䰟䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎛䎕䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎳䎧䎮 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎰䎤䎔䎓䎔 䎔䎙䎓䎔䎑䎓
䰅䯽䯽䮆䯃䮣䫹䭶䯃䮡䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎙䎓䎓 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎚䎓 䎔䎛䎖䎜䎑䎓
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎙䎓䎓 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䫹䫹䫹䫼 䎔䎛䎜䎜䎑䎓
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䭲䮝䮱䭱䮳䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎙䎓䎓 䰠䰕䰜 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎚䎓䎮 䎕䎓䎙䎚䎑䎙
䰅䯽䯽䰓䰠䯾䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎙䎓䎓 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎜䎚䎚䎓䎶 䎕䎘䎔䎙䎑䎕
䭲䭫䭯䮺䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎛 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎳䎤䎰䎘䎘䎓䎔 䎙䎗䎖䎑䎛
䫹䫼䎃䎃䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䫹䫹䫹䫼 䎙䎛䎖䎑䎛
䭲䭫䭯䮺䰟䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎳䎤䎰䎗䎛䎓䎔 䎛䎛䎖䎑䎛
䫹䫼䎃䎃䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䫹䫹䫹䫼 䎜䎕䎖䎑䎛
䭲䭫䭯䮺䰓䰠䰟 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰙䰠 䎤䎥䎤䎐䎜䎳䎤䎰䎗䎛䎓䎔䎪 䎔䎓䎔䎗䎑䎖
䫹䫼䎃䎃䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䫹䫹䫹䫼 䎔䎓䎘䎗䎑䎖
䭲䭫䭯䮺䮆䯃䮣䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䎤䎥䎤䎐䎜䎳䎤䎰䎗䎛䎘䎔䎤 䎔䎗䎓䎕䎑䎜
䭲䭫䭯䮺䮆䯃䮣䰟䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎗䎛䎓䎙 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䰠䰕䰜 䎤䎥䎤䎐䎜䎳䎤䎰䎗䎛䎘䎔䎷䎤 䎔䎙䎙䎙䎑䎚

䭲䭫䭯䮺䭾䮱䯃䮁䯂䭯䭩䭼䮀ઃ䬾ဳᑼᧃየ䬺䰍䬛ઃ䬞

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡

䇭䇭䇭䇭ਛฎゞ

䎕䎓䎓䎜

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䇭䇭ቯ
䇭䇭ဳᑼ

䯴ᐔᚑ䎕䎔ᐕ䯵

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䮴䯃䮐䮀䮆䯃

䮴䯃䮐䮀䮆䯃

䊗䊂䊷䉺䉟䊒



䮜䭰䮲䭶䮀䮶䯃䭹䮺 䌖䌏䌌䌋䌓䌗䌁䌇䌅䌎
ᣂゞ ਛฎゞ

䇭ਅข 䇭ᄁ 䇭䇭䊝䊂䊦 ឃ᳇㊂ 䉲䊐䊃 ⊒ᄁᒰᤨ 䇭ዊᄁ
䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩 㪚㪚 䋨ਁ䋩 䋨ਁ䋩

䎃䯴ᵈ䫹䎍䎤䎷䯂䯂䯂䯂䮂䮦䰍䰠䯵

䮤䮴䫹䎔䎑䎗䎃䮏䮳䮺䮐䮰䭫䮺䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎔䎖䎛䎜 䯾䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎜䎱䎥䎸䎧 䎔䎙䎖䎑䎛
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎔䎑䎗䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎔䎜䎖䎑䎖
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎔䎑䎙䎃䮀䮤䯃䮋䮰䭫䮺 䎔䎘䎜䎚 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎜䎱䎥䎷䎶 䎕䎔䎗䎑䎖
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䰓䎷䰕䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎚䎛䎓 䯾䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎰䎷 䎤䎥䎤䎐䎜䎱䎥䎭䎻 䎕䎕䎘䎑䎚
䫹䫹䫹䫼䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎚䎛䎓 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎗䎘䎑䎚
䭶䮴䮀䮤䮴 䎔䎘䎜䎚 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎜䎱䎥䎷䎶 䎕䎖䎖䎑䎖
䭻䮲䮜䫹䎷䎶䎬䎃䮏䮳䮺䮐䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎦䎤䎻 䎕䎗䎔䎑䎓
䫹䫹䫹䫹䎃䎷䎶䎬䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎙䎔䎑䎜
䫹䫹䫹䫹䎃䎷䎶䎬䎃䮖䭫䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎦䎤䎹 䎕䎜䎚䎑䎔
䫹䫹䫹䫹䰓䰠䫹䰠䰟䰕䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎔䎖䎛䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎥䎯䎪 䎖䎓䎕䎑䎜
䫹䫹䫹䫹䰓䎷䰕䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎤䎻䎻 䎖䎗䎔䎑䎜
䫹䫹䫹䫹䰓䎷䰕䫹䮛䮳䮱䯴㒢ቯゞ䯵䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎥䎼䎧 䎖䎛䎘䎑䎚
䫹䫹䫹䫹䰞䯿䯾 䎖䎔䎛䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎥䎸䎥䎩 䎗䎖䎜䎑䎓
䭻䮲䮜䎃䮏䭬䯃䮰䮺䎃䎷䎶䎬䎃䮏䮳䮺䮐䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎷䎥䎰䎼 䎕䎚䎓䎑䎘
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䫼䎃䮖䭫䮰䭫䮺䫹䫹䫹䎔䎖䎛䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎷䎥䎯䎪 䎖䎕䎓䎑䎓
䭻䮲䮜䮻䭨䮱䭩䮺䮏䎷䎶䎬䮏䮳䮺䮐䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎦䎤䎻 䎕䎘䎔䎑䎗

䎷䎶䎬䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎦䎤䎹 䎕䎜䎖䎑䎖
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎷䎶䎬䮀䮤䯃䮋䮰䭫䮺 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎤䎻䎻 䎖䎖䎓䎑䎘
䮒䮬䯃䮚䯃䮏䮲䫹䰑䰦䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎘䎜䎚 䯾䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎜䎦䎥䎩䎶 䎕䎕䎜䎑䎘
䮒䮬䯃䮚䯃䮏䮲䫹䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎜䎦䎤䎽䎭 䎕䎙䎓䎑䎓
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䰘䰦 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎛䎜䎑䎘
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䮻䭪䮺䮍䯹䭿 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎕䎜䎔䎑䎗
䮒䮬䯃䮚䯃䮏䮲䫹䭲䮝䮱䭱䮳 䎔䎜䎛䎗 䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎔䎼䎤䎽䎭 䎖䎔䎔䎑䎗
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䰘䰦 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎖䎗䎚䎑䎙
䫹䫹䫹䫹䫼䫹䫹䫹䫹䫼䮻䭪䮺䮍䯹䭿 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎖䎘䎔䎑䎗
䭿䭮䮊䮆䫹䎷䎶䎬䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎖䎛䎜 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎦䎤䎹 䎕䎜䎔䎑䎗

䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎷䎶䎬䎃䮀䮤䯃䮋䮰䭫䮺 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎮䎤䎻䎻 䎖䎘䎙䎑䎕
䭾䮴䮊䭺䫹䎷䎶䎬䎃 䎔䎖䎛䎜 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎖䎦䎤䎹 䎖䎚䎖䎑䎖
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎷䎶䎬䎃 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎖䎦䎤䎺 䎗䎕䎘䎑䎚
䮘䭼䯹䮏䎃䎷䎶䎬䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎚䎜䎛 䰀䮐䭩 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎥䎽䎥 䎖䎕䎚䎑䎙
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎷䎶䎬䎃䮀䮤䯃䮋䮰䭫䮺 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎦䎤䎺 䎖䎜䎛䎑䎔
䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䰢䰂䫹䰀䮩䯃䭾䮮䮺䎃䎃䎃 䎖䎔䎙䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎤䎻䎽䎩 䎗䎚䎛䎑䎔
䮻䭨䮱䭩䮺䮏䎷䎶䎬䎃䭺䮺䮜䭰䯃䮏䮰䭫䮺 䎔䎚䎜䎛 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎥䎽䎥 䎖䎗䎜䎑䎘

䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎕䎑䎓䎷䎶䎬䎃䮀䮤䯃䮋䮰䭫䮺 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎦䎤䎺 䎗䎔䎖䎑䎖
䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䰢䰂䫹䰀䮩䯃䭾䮮䮺䎃䎃䎃 䎖䎔䎙䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎤䎻䎽䎩 䎗䎜䎚䎑䎔

䫼䫹䭫䮺䮎䭪䮚䮎䮬䭩䮲 䎖䎔䎙䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎘䎕䎓䎑䎓
䫹䫹䫹䫹䫹䫹䫹䰞䯿䰂 䎖䎘䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎥䎺䎶䎩 䎘䎚䎖䎑䎖
䮘䭼䯃䮏䫹䰏䰏䫹䎕䎑䎓䎷䎶䎬 䎔䎜䎛䎗 䭶䯃䮡 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎦䎤䎺䎦 䎗䎚䎙䎑䎕

䰢䰂䎃䰀䮩䯃䭾䮮䮺 䎖䎘䎜䎛 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎖䎦䎥䎺䎶䎦 䎘䎚䎖䎑䎖
䮍䭪䭷䭩䮺䫹䮏䮰䮊䭶䯳䮜䭪䯃䮲䮐 䎔䎜䎛䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎘䎱䎦䎤䎺 䎖䎗䎜䎑䎘
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䮀䮤䯃䮋䯳䮀䮆䭫䮲 䎔䎜䎛䎗 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䫹䫹䫹䫼 䎗䎓䎔䎑䎜
䭫䭱䮀䫹䎕䎑䎓䰠䎶䎬 䎔䎜䎛䎗 䎍䎤䎷 䎤䎥䎤䎐䎔䎩䎥䎺䎤 䎗䎘䎘䎑䎕
䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䰢䰂䎃䭫䮺䮎䭪䮚䮎䮬䭩䮲 䎖䎔䎙䎛 䫹䫼 䫼 䎤䎥䎤䎐䎔䎩䎥䎸䎥 䎘䎗䎛䎑䎙
䮏䭬䭩䮳䭷䫹䰢䰂䫹䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃 䎖䎘䎜䎗 䮶䭻䮺 䯂䯂䯂䯂 䎷䎬䎳 䎤䎥䎤䎐䎚䎯䎥䎫䎮䎶 䎘䎛䎚䎑䎙
䫹䫹䫹䫹䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䰢䰄 䎗䎔䎚䎕 䫹䫼 䯂䯂䯂䯂 䫼 䎤䎥䎤䎐䎚䎯䎥䎤䎵䎤 䎚䎚䎔䎑䎗

䎟␜ଔᩰ䬺䬾ᶖ⾌⒢䭍䬩䎡

䇭䇭ቯ
䇭䇭ဳᑼ

䎕䎓䎓䎜 䯴ᐔᚑ䎕䎔ᐕ䯵

䭺䮺䮗䯃䮈䮝䮲

䊗䊂䊷䉺䉟䊒
䇭䇭䇭䇭ਛฎゞ

䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃䎃



ジャガー ＪＡＧＵＡＲ
新車 中古車

　下取 　卸売 　　モデル 排気量 シフト 発売当時 　小売
（万円） （万円） CC （万円） （万円）

Ｘタイプ　2.0　エグゼクティブ 2096 ４ドア ・・・・ ＡＴ ABA-J51YB 379.0
　       　2.5　エグゼクティブ 2494 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51XB 474.3
            3.0　ソブリン 2967 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51WB 569.5
　  2.0 エグゼクティブ エステート 2096 ワゴン ・・・・ 〃 ABA-J51YB 407.6
　  2.5 エグゼクティブ エステート 2494 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51XB 502.9
Ｘタイプ　2.0　Ｖ６ 2096 ４ドア ・・・・ ＡＴ ABA-J51YB 379.0
　　　　　　　〃　　　ＳＥ 2096 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 447.6
　       　2.5　Ｖ６　ＳＥ 2494 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51XB 495.2
            3.0　ソブリン 2967 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51WB 576.2
　       　2.0　Ｖ6  エステート 2096 ワゴン ・・・・ 〃 ABA-J51YB 402.9
　       　2.0　Ｖ6 SE エステート 2096 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 471.4
             2.5　Ｖ6 SE エステート 2494 　〃 ・・・・ 〃 ABA-J51XB 519.0
Ｓタイプ　3.0　エグゼクティブ 2967 ４ドア ・・・・ ＡＴ CBA-J01FD 566.7
　       　 3.0　ソブリン 2967 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 661.9
            4.2　ソブリン 4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J01HD 757.1
　　　　　 Ｒ                       4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J011D 900.0
ＸＪ  　3.0　エグゼクティブ 2967 ４ドア ・・・・ ＡＴ CBA-J71VB 732.4
         4.2　エグゼクティブ                                     4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J72SB 852.4
         4.2　ソブリン                                     4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J73TB 1085.7
         4.2　ソブリンＬ                                     4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J82TB 1161.9
ＸＪＲ 4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J73TB 1233.3
ＸＪ８　3.5 3554 ４ドア ・・・・ ＡＴ CBA-J72RB 852.4
ＸＪ８　4.2 4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J72SB 1023.8
ＸＪＲ                           4196 　〃 ・・・・ 〃 GH-J73TA 1233.3
スーパーＶ８                      4196 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 1295.2
ＸＪ８Ｌ　3.5 3554 ４ドア ・・・・ ＡＴ CBA-J80RB 942.9
ＸＪ８Ｌ　4.2 4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J80SB 1123.8
スーパーＶ８Ｌ 4196 　〃 ・・・・ 〃 CBA-J82TB 1447.6
ＸＫ　クーペ 　　　　             4196 クーペ ・・・・ ＡＴ CBA-J435A 1076.2
ＸＫ　コンバーチブル　                           4196 コンバーチブル 〃 　　　〃 1171.4
ＸＫＲ　クーペ   4.2S            4196 クーペ ・・・・ ＡＴ GH-J413A 1323.8
ＸＫＲ　コンバーチブル  4.2S                         4196 コンバーチブル 〃 　　　〃 1514.3
デイムラー 4196 ４ドア ・・・・ ＡＴ CBA-D82TB 1600.0

<表示価格には消費税含まず>

　　　　中古車
　　認定
　　型式

平成１８年 （2006年）

ボデータイプ



アルファロメオ ＡＬＦＡ-ＲＯＭＥＯ
新車 中古車

　下取 　卸売 　　モデル 排気量 シフト 発売当時 　小売
（万円） （万円） CC （万円） （万円）

１４７　1.6　ツインスパーク 1596 ５ドア ・・・・ 5MT GH-937BXB 245.0
     TI　〃　　〃　　　　　　 1596 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 257.1
　　　　2.0　  〃　 1969 　〃 ・・・・ 5MT GH-937AB 284.0
　　　　2.0　　〃　　セレスピード 1969 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 299.0
     TI　〃　　〃　　　　　　 1969 ３ドア ・・・・ 5MT 　　　〃 299.0
     TI　〃　　〃　　セレスピード 1969 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 314.0
     TI　〃　　〃　　　　〃　　　　　　1969 ５ドア ・・・・ 〃 　　　〃 324.0
　　　　ＧＴＡ                   3179 ３ドア ・・・・ 6MT GH-937AXL 423.0
　　　　　〃　　　セレスピード 3179 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 438.0
１５６　2.0　ＪＴＳ 1969 ４ドア ・・・・ 5MT GH-932AXA 366.0
　　　　　〃　　　セレスピード 1969 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 386.0
　　　  2.5　Ｖ６ 24V Ｑシステム 2492 　〃 ・・・・ AT GH-932AC 419.0
     TI　2.0　　〃　　　　　　 1969 　〃 ・・・・ 5MT GH-932AXA 391.0
     TI　〃　　〃　　セレスピード 1969 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 418.0
     TI　2.5　　〃　　Ｑシステム　　　　　　2492 　〃 ・・・・ AT GH-932AC 445.0
　　　　ＧＴＡ                      3179 　〃 ・・・・ 6MT GH-932AXB 544.0
　　　　　〃　　　セレスピード 3179 　〃 ・・・・ *AT 　　　〃 559.0
１５６　スポ-ツワゴン2.0ＪＴＳセレスピ-ド ワゴン ・・・・ *AT GH-932BXW 396.0
           〃      TI　〃　　〃　 1969 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 429.0
　　　　　〃　 2.5V6 24V Qシステム 　〃 ・・・・ AT GH-932BW 429.0
           〃   TI　〃　　　　〃　 2492 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 455.0
　　　　  〃　ＧＴＡ　セレスピード 3179 　〃 ・・・・ *AT GH-932BXB 574.0
１５９　2.2ＪＴＳ 2198 ４ドア ・・・・ 6MT GH-93922 380.0
　　　　3.2　ＪＴＳ V6 24V Q4 3195 　〃 ・・・・ 〃 GH-93932 503.8
１６６　3.0　Ｖ６　24Ｖ 2958 ４ドア ・・・・ AT GH-936A11 529.0
　　　 　　　〃　　〃　エグゼクティブ 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 571.0
スパイダー　 2.0 ツインスパーク 1969 MT GH-91620S 388.0
　　　　　　　 3.2　Ｖ６　24Ｖ 3179 　〃 〃 GH-916SXB 469.0
ＧＴＶ　2.0 ツインスパーク 1969 クーペ ・・・・ MT GH-91620G 378.0
　　　　 3.2　Ｖ６　24Ｖ 3179 　〃 ・・・・ 〃 GH-916CXB 469.0
GT　プログレッション 2.0 JTS セレスピード クーペ ・・・・ *AT GH-93720L 380.0
ＧＴ　2.0　JTS　セレスピード 1969 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 418.0
　　　 　　　〃　　〃　エクスクルーシブ 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 432.0
       3.2　Ｖ６　24V 3179 　〃 ・・・・ MT GH-93732L 518.0
ブレラ　2.2JTS 2198 クーペ ・・・・ 6MT GH-93922S 415.2
　　　　スカイウインドー2.2JTS 2198 　〃 ・・・・ 〃 　　　〃 441.0
　            〃　　　3.2JTS Q4 3195 　〃 ・・・・ 〃 GH-93932S 556.2

<表示価格には消費税含まず>

コンバーチブル

（注　*AT・・・・セミＡＴ）

　　　　中古車
　　認定
　　型式

平成１８年 （2006年）

ボデータイプ
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