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会 社 案 内

【会社概要】

商  号◆株式会社ウェーブ八ウス

会社設立◆1993年 10月 20日

資 本 金◆ 10,000,000円

従業員数◆正社員 14人

代 表者◆代表取締役 市川 周治

本  社◆岡山市辰巳2-108
業務内容◆宅地建物取引業

岡山県知事 (4)4022号
岡山市特定優良賃貸住宅指定法人

岡山市指令住建第17号

岡山県宅地建物取引業協会会員

◆不動産賃貸業

◆不動産管理業ならびにこれに付帯する一切の業務

◆損害保険代理店業 (東京海上日動末災保険 チューリッヒインシユアランスカンパニー)

◆生命保険代理店 (東京海上国動あんしん生命保険会社)

関連会社◆有限会社 ネットデータ (不動産業に特化したITシステムソリューシヨン)

◆相続相談ステーシヨン株式会社

不動産売買営業部 (イ エステーシヨンロ山中央店)

不 動 産 賃 貸 営 業 部

代 表 取 締 役

理  部 (損 害 保 険 代 理 店 )

有 限 会 社 ネ ッ ト デ ー タ
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0あいさつ

岡山の不動産市況

不動産マーケット情報をこ憂読いただき誠にありがとうこざいます。

先日、公示地価が発表されました。

全国平均では住宅地が1,3°/0上昇 商業地が3.8°/0上昇 岡山県は岡山市だけが、上昇したという結果

で、勝ち負けがはつきりとしている状況です。

ただ、サブプライム問題の影響で岡山の地価も、上昇基調から上げ渋りに転じ、今後の地価も、横ばい

で進展していくので|よないかと考えられます。

入居率が高くて収益性が高く、管理の行き届いた物件|よ多くの買い手がいて賑わつていますが、そうで

ない物件はどんどん下落していくでしょう。

建築基準法の改正により、新築供給が計画より遅延したことで不動産市況も、中古マーケツトが賑わつ

ていて、世の中の不況一辺倒の動きと|よまつたく違つた動きが、ある一部中古マンション市場ではお

こつています。

遊休地をお持ちの方|よマンションや、オフィスビル、トランクルームやコインパーキング等、土地のパ

ワーを最大限に活用できている物件|よ適正価格で売却することもできますし、資産を有効活用すれば社

会的にも役立つ行為だと思います。是非お持ちの土地の有効渚用を真父」にこ検討されて|よいかがでしょ

うか。

株式会社ウェーブ八ウス

代表取締役 市川 周治
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Designeド s Prttect〈デザイナーによるリフォーム物件〉

||||||
こんな素つ気ない

部屋が

ウェーブレジデンス原尾島
旧2号線 原尾島交差点に行くと、ひときわ目立つ外観

ガルバニュウム合板を使い、元々の真つ自?な雰囲気から一変

行きかう車からも「あのマンションいいね」という声が間こえてきそう

です。外観だけでなく室内も、それ以上に素敵に仕上つています。

他にない圧倒的な差別化・資産価値を保つ為に|よ不可欠になつ

てきました。

EEIIII
ニューヨークスタイルの

スタイリッシュな部屋ヘ

大変身。洒落たカフェ

パーのような雰囲気で

す。

間接照明の使い方と、床

材の相乗効果で広がりを

持たせてしヽます。

こうなります。分譲マン

ションのモデルルームの

ようですね。

どうでしようか。同じ建

物とは思えません。

壁面にはガルバリウム鋼

板を使つており、意外と

コス トは低いてす。

6帖なので決して広くは

ありませんが、

家賃が安めの部屋でよく

見かける玄関からの光景

です。それが

外観も、このままではど

ちらかというと後ろのレ

ンガ色の建物の方が目

立っています

皆様の『収益用不動産』きちんと役目を果たしてしヽますか? 収益を生んでいますか?

入居者がいなければ F収益不動産Jではありません。

ただし、そのように F収益を生む不動産どに変えることは、そんなに難しくありません。持ち主が造ることができるのです。

《新しい≫ 《きれい≫ 《安い≫だけではだめです。競合と呼ばれる周辺のマンシヨン・コーポと比べてどんなところが圧倒

的に違いますか。

? 設備ですか? 周辺の競合物件と比べて似通つていませんn?
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収益物件 販売中 酸見

岡山市・倉敷市で販売中の収益マンション・収益事務所一覧です。

近年、サラリーマンの方が、〔将来の安定収入〕〔不労所得〕を目指して収益物件の購入を検討されるケースが多く、少額のワンルー

ムマンションから1億以上の物件まで物色されております。資金調達がスムースに行けば購入したいとの潜在的な購入希望者は

多数おられますが、売りに出される方が少なく、《特徴のある物件》に関して|よ複数の申し込みが入るケースも少なくありません。

近 々 に 販 売 希 望 の 方 に と つて は 今 が チ ャ ン ス で は な し1で し ょう か 。

物件名 住所 規模/間取り 価格 表面利団り 特徴

1 ライオンズマンション岡山南 岡山市清輝橋 2DK 620万円 12% 分譲マンション

2 くらしきシティプラザ西ビル 倉敷市阿知 事務所 650万円 36550/。 事務所の区分所有

3 朝日プラザ倉敷ミレニアム 倉敷市老松町 2LDK 750万円 分譲マンション

4 サーパス西古松 I 岡山市西古松 3LDK 800万円 10.80/。 分譲マンション

5 エメラルドマンション野田 岡山市野田 3LDK 800万円 12.75% 分譲マンション 高利回り

6 清輝橋 3丁目売リビル 岡山市清輝橋 一棟 1,500万円 自己使用向け 元歯科医院

7 駅前阿 1丁目売リビル 岡山市駅前町 一棟 2,200万 円 1473% 西川緑道公園沿しヽ

8 丸の内 1丁目売り土地 岡山市丸の内 土地 3,400万円 コインパーキング運営中

9 カーサフィオーレ大供 岡山市大供 一棟 4,550万円 11470/。 市役所‖分 リノベーションマンション

10 コテッジ長瀬 岡山市津島本阿 三棟―括 5,000万円 912% 津島本町 立地 |よ抜群

サン八イツ 岡山市西川原 一棟 5,500万円 8.20/。 新駅「JR西川原」徒歩 5分

12 下中野売り店舗 岡山市下中野 店舗 6,000万円 自己使用向け

13 西大寺収益テナント 岡山市西大寺 店舗 6,650万円 812% 院帯ショップ入居中

14 菱和パレス門田屋敷 岡山市門田屋敷 一棟 6,800万円 12280/。 オーナーズマンション 1階は店舗です

15 神田町事務所 岡山市神田町 一棟 7,460万円 自己使用向け30号線沿い

16 サンビレッジ南輝 岡山市南輝 三棟―括 13,000万円 7.610/。 南輝小学校すぐ横 3棟まとめて

17 ガーディエア横井 岡山市横井上 一棟 19,000万円 8720/。 ファミリータイプ 平成 7年築

18 昭不□八イム東古松 岡山市東古松 一棟 22,500万円 925% 角地 好立地

19 ピアホーム奥田本町 岡山市奥田本阿 一棟 29,000万円 8960/。 平成 20年新築

20 ダイアパレス弓之町 岡山市弓之町 一棟 33,000万円 8.23% 区分所有マンションを一棟丸こと購入

21 ブランシャトー 倉敷市白楽町 一棟 34,500万円 1091% 倉敷市白楽町 フアミリー

〔
プ

4



□冊肥瑞眺Ecaれd

相続相談ステーション岡山

〔相続相談ステーションと|よ】

現在、1年間におよそ 120万人近くの方がお亡くなりになられています。

高齢化社会の訪れとともに、今後も年間死亡者数|よ増えてtlく ものと考えられています。

も|よ や「相続」|よ他人事で|よなく、いつ自分の身に降りかかつてきてもおかしく|よありません。

ところが日常で相続について考えられている方はあまり見受けられず、ある日突然、「木目続」とい

う出来事に遭週し、右往左往してしまう方が多くいらっしゃいます。そのような相続について『お困

りの方』のアド/1iイ ザーになることを目的として F相続相談ステーション株式会社』が誕生しました。

【相続相談ステーション岡山のこ案内】

相続に関することなら全てここ―箇所で対応致します !

私たち|よ このことを『ワン・ストップ・サービス』と呼んでいます。

私たち『相続相談ステーションJは、一つの窓□で相続に関するすべての問題を解決する

ことを目指しています。税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・弁護士等の士業の

方との連携、協力のみならす、不動産業・葬儀社・ペット預かり業者・中古車販売業者等

の方々とも提携をしております。ですからトータルでお客様のこ相談をお受けすることが

出来ます。

【相続相談ステーション岡山でお取扱している業務】
・相続相談 (相続に関する「お困りこと」に対応、無料相談)

。士業者に紹介 (各手続の専門家を紹介)

・不動産コンサルティング

・民間手続サポートパック

・預金□座の解約、名義変更 (相続人に同行してサポート)

。相続財産の確定

。相続人の確定作業 (戸籍の収集など)

・遺産分割協議の事前調整、遺産分割協議書の作成

・公正証書遺言等の作成 ,証人

※その他、引越し業者の紹介、ペットの引き取り、自動車の売却など
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相 ′,相 _:i

ざ,Sス
'テーシヨン

今回|よ、身近な疑問にお答えする 相続相談Q&A
遺言書とは ? 相続財産とは ?

Q.【遺言書|よ どんな人でも書けるのでしょうか?〕

A.F誰でも |よ というわけに|よ いきません。

民法では、意思能力を持つている人でなければならないとされています。

例えば、泥酔している時に書いた遺言書|よ無効となります。また、成年被後

見人の方が書いた遺言書|よ原則無効となります (例外|よあります)。

遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成する

ことが出来ます。

Q.【遺言書 (自筆証書遺言)が出てきたとき |よ どうしたらいいの ?】

A。 ます|よ 「検認」の手続きを受けます。

遺言書が見つかつたとき|よ 、家庭裁判所で F検認』の手続きを受けなければなりません。これ|よ本人以外の人による

遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるもので|よありません。また、検認を経
なしヽで遺産分割を行つたり、封書になつている遺言書を勝手に開封したりした者|よ、5万円以下の過料を課せられてし
まいますのでこ注意下さい。

Q.I遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合|よどうなるのでしょうか?〕

A.遺言|よ法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。

なぜなら遺言には時効がないからです。したがって遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則
として協議|よ無効となります。しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効と|よ なりません。

Q.【遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合|よどのようにすればよいですか?】

Ac特別代理人を選任しなければなりません。

家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行つてください。相続の場合、親など利害が対立する者|よ特別代理人にな
ること|よ できません。

Q.Iよそへ養子に行つたもの|よ、実親の財産を相続できますか?】

A.相続できる場合とできない場合があります。

民法上、養子に|よ普通養子と特別養子の 2種類あります。普通養子の場合|よ 、実の親および実方の親族関係は一切影
響をうけません。従つて実親の財産|よ相続できます。これに対し特別養子の場合|よ、実方の親および実方の血族との関

係|よ終了します。従つて実親からの財産|よ相続できません。

まとめると……

・普通養子の場合 :養親からも実親からも相続できます。
・特別養子の場合 :養親からのみ相続できます。

Q.【親が亡くなつた場合、相続放棄をしても未支給年金の請求ができますか?】

A.はぃ、出来ます。
相続と年金(よ全く別のものなので、相続を放棄しても年金の請求|よ 出来ます。該当者がいれば遺族年金の請求もでき

ます。
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Qe〔遺言書を書く際に遺言執行者を決めておいたほうがいいの ?】

Ac決めておかれた方がいいかと思います。

特に相続人の多い場合、相続人間の感情的な対立をからトラブルとなつてしまう場合があります。こんなとき遺言執

行者を選任しておけば遺言の内容に沿つた適切な処理が可能となります。また手続き上、あらかじめ遺言執行者を指定

しておいた方がよい場合として

1:遺言で子供を認知するとき (民法781条、戸籍法64条 )

2:遺言による相続人の廃除、取消 (民法893条、894条、戸籍法97条 )

があります。この場合遺言で遺言執行者が指定されていないと、家庭裁判所に請求し、選任してもらう必要があります。

Q。 〔相続財産に含まれないものは何ですか?】

A.墓地、墓石、仏具などの祭祀具|よ 、通常相続財産と|よみなされません。

また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属する権利、義務も相続財産に|よ含まれません。

Q.〔相続すると必す相続税がかかるのですか?】

A.相続財産の総額によつてかかる場合とかからない場合があります。

相続税の課税対象|よ全体の約 5°/0と言われています。ということ|よ 20人中 19人は課税されないこといになります。

なぜなら相続財産が基礎控除 (5000万円+相続人の数×1000万円)の範囲内であれば課税されないからです。

例えば、相続した財産が7000万円で、相続人が配偶者と子供 2人の場合の基礎控除額|よ 5000万 円+3人 ×1000

万円=8000万円となり相続税|よ課税されません。

Q。 〔私に|よ子供がいません。妻に財産すべてを相続させること|よ可能ですか ?ちなみに相続人|よ妻と私の弟です。〕

A.違言書を作成することにより可能となります。

遺言書がなければ法定相続分で奥さんが 3/4、弟さんが 1/4となりますが、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」

との内容にしておけば兄弟姉妹に|よ遺留分がありませんので奥さんにすべての財産を相続させることができます。

Q.〔父が亡くなりましたが、かなりの借金があるようです。財産よりも借金が多いかもしれません。相続したくないのですが…〕

A.「相続放棄」か「限定承認」という方法があります。

相続の開始を知つた日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述を

提出すれば良いのです。その他にも相続財産の範囲内で債務を負担するという

限定承認も検討して下さい。

Q.I父の遺言書が 2通見つかつたのですが、どちらが有効ですか ?】

A。 日付の新しいものが有効です。

遺言には取り消しや変更が認められています。古い遺言書を変更して新しく

したものと解釈します。

Q。 【生命保険金は相続財産になるのでしようか?〕

A.受取人が誰なのかによつて扱いが変わります。

生命保険で受取人が指定されてmる場合|よ最初から受取人の財産であるとされ相続財産と|よなりません。

受取人が被相続人である場合は相続財産となります。

いずれの場合も相続税の対象に|よなりますので注意して下さい。
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《相続の知識≫

★相続時精算課税制度★

平成 15年 1月 1日から「相続時精算課税制度」が導入されました。

資産を持つている親の世代から子の世代にスムーズな贈与を促すことを目的としていますが、財産の移動による「消

費の拡大」を狙つたものです。

通常の生前贈与による贈与税 (暦年課税)で |よ 、基礎控除額が毎年 110万円にすぎなしヽため、税率と控除額を最大限

に活用しても、多額の税金を納めることになります。  
オ

この「相続時精算課税制度」を活用するための条件を満たしていれば、大幅な節税対策となります。

《相続の知識》

★相続時精算課税制度と不動産☆

「相続時精算課税制度」|よ、贈与されたときの時価で相続財産が評価されます。

例えば、相続税が課税される規模の土地のオーナー様がしヽらつしやつたとします。その方が相続まで何もなさらなtl

とそのままの土地が相続財産として課税されてしまいます。

「相続時精算課税制度」を選択せすに贈与してしまつた場合|よ、最高税率 500/Oの 贈与税を納税することになります。

しかし、「ホロ続時精算課税制度」を活用することによつて、2,500万円まで|よ非課税、2,500万円を超える場合について

|よ―律 200/0の贈与税を支払うだけでこ子息名義のアパートを建てることができます。

くなり下になられるまでの間に発生したアパートの家賃収入について|よ 、こ子息の所得にな

碑め相続税の納税資金対策にもなりますし、また相続財産を減らすこともでき

た場合は、オーナー様が亡くなられるまでの間に入つた家賃収入も相続財



ロミ離 咄眺Ecaμ止
日本併譲マンションリース協会

空室管理行います !!

空部屋による資産価値の低下を防ぐため、定期的に巡回しお部屋を監視する管理システムです。

空部屋の管理員
お部屋を売らす 。貸さすで長期間空部屋にしておくと…

1,空気がこもり結露の原因となる

2.悪戯や設備等の自然劣化による被害に気づかない

3.パルコ三―にゴミや砂埃が溜まり、こ近所にこ迷惑を掛ける

4.管理組合で行う、消防点検や配管清掃が行われない

5,マンシヨンで何かあれば、高い交通費を掛けて足を運ばなければならない

などなど、マンシヨンの資産価値の低下や思いがけない出費へと繋がる恐れがあります。」MAの
「空室管理システム」|よ、空部屋の管理のみを低料金で行う大変便利なシステムです。

現地定期巡回業務

(月 1回程度)

"空
気循環業務

>バルコニー清掃業務

>郵送物転送業務 (転送費用について|よ、別途費用がかかります)

>管理員との面談業務 (管理員不在時|よ除く)

>定期巡回結果報告書の郵送

立会い業務

>消防点検立会しヽ業務

>配管清掃立会い業務

>緊急時立会い業務

その他業務

>内装・八ウスクリーニングの発注代行業務

>各種苦情等に関する対応

>緊急時のオーナー様への連絡業務

>冬期間の各種配管不凍液補充業務 (寒冷地のみ)

有料業務

>ポイラーの水落し業務

>専用庭の草刈

>その他こ相談に応じます

しかも、」MA(ウェープ八ウス)では、この管理を『 月 額 5,250円 』 でお受けします。

今まで、賃貸募集をしてくれる会社|よ ありましたが、」MAIよその上に管理もいたします。

しかも、月額5,250円で行います。尚、」MA管理中に売却を御希望される場合|よ 、中古マンシヨン売買専

門のイエステーシヨン岡山中央店が窓□となつて対応いたします。この機会に是非お問い合わせ相談下さい。

ノ 〔

3年後・5年後のことでも結精です。準備は早目にです。
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空室管理システム



□拙冊ピ瑞眺 Ecaμd

分言奈マ ンシ ョン ー賃貸募集中物件―

平成 20年 4月 1日羽在の分譲マンションの賃貸募集中の一覧表です。

マンション名 間取 賃料

1 クリーンピア大元 3LDK ¥98,000
2 シティパル野田公園 3SLDK ¥91,000
3 ライオンズマンション豊成 3DK ¥75,000
4 ライオンズマンション豊成 3LDK ¥95,000
5 シティパル米倉 3LDK ¥85,000
6 セザール岡南 3LDK ¥80,000
7 ライオンズマンション岡山医大東 3LDK ¥100,000
8 サーパス東島田 3LDK ¥115,000
9 ライオンズマンション野田公園 3DK ¥85,000
10 ライオンズタワー岡山表阿 3LDK ¥180,000

ライオンズタワー岡山表阿 2LDK ¥155,000
12 ライオンズマンション西古松 3LDK ¥95,000
13 ライオンズマンション南中央阿 3LDK ¥90,000
14 アルファステイツ国富 3LDK ¥110,000
15 サーパス北新保 3LDK ¥90,000
16 サーパス東古松 4LDK ¥120,000
17 アルフアステイツ大元 3LDK ¥115,000
18 ライオンズマンション豊成 3DK ¥85,000
19 サーパス福富 3LDK ¥95,000
20 アルフアステイツ西市ツインズ I 3LDK ¥108,000
21 第二厚生町マンション 4DK ¥88,000
22 フローレンス本 B」 グラン ドシティ 2LDK ¥130,000
23 ロイヤルガーデン西川緑道公園 2LDK ¥165,000
24 サーパス表町 3LDK ¥140,000
25 サーパス西古松 I 3LDK ¥115,000
26 レジデンス上中野 4LDK ¥130,000
27 アルファステイツ泉田 3LDK ¥120,000
28 サーパス東古松 3LDK ¥100,000
29 シティパル米倉 3LDK ¥78,000

転勤の方・住まないけど売るのがもつたいない方など、

集の依頼を頂いております。

」MA日本分譲マンションリース協会調べ

これだけたくさんの分譲マンションの持ち主様から賃貸募

」MA 日本分譲マンションリース協会 加盟店

株式会社ウェーブ八ウス
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Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。日,Iti

売出価格と売却期間

■適性価格での売却
・売却期間の短期化
・高額での成約

・買い替え先が同時に探せる

■暫定価格 (希望価格)での売却
。売却期間の長期化

・低額での成約

・不安感が増す

・返済期間が長引く
。大幅な値下げが必要

・買い替え先が決められない

高
額
　
Ａ
Ｔ
売
却
価
格

値下げ

                 lI

時 間 経 過 → 岳 長期

11



□冊肥瑞鵬 Ecaμ止

売却に失敗しないために事前にしつておくこと

地域の相場をよく知つていて適正な価格を提示してくれる、また、金融機関との交渉にも

対応ができる、そのような不動産会社を選ぶことが失敗しないポイン トだと思います。

イエステーションで |よ 地域担当の店舗が不動産の売買仲介をお手伝いしています。自分が

担当した地域の不動産売買の情報なら何でも調べていますので、適正価格をお伝えすること

に自信をもつています。また、地域内で売り物件が出たら知らせてほしいという購入希望者

も名簿化していますので条件が合えば早期の契約も可能です。

2007年、イエステーション岡山中央店で |よ 、適正価格 (当社の査定

価格)で販売をした中古マンション (調査対称 36件 )|よ、売出し後、

なんと『43日』で売却できております。

へ  ′
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■事例

住宅□―ンの支払いがきつくなりそうだつたので、不動産会社に相談をしたところ、今な

ら売れば住宅□―ンの残額 |よ金融機関に返せるので、延滞しないうちに売り出しましょうと

勧められ売りに出しました。

しかしながら、3ヶ 月たつても売却できす、6ヶ 月たつてもだめ、ついに支払いができな

い状態になり、他の不動産会社に相談しました。すると、売出価格に無理があつたことが分

りました。 最初の 6ヶ月間、無理な価格で売り出したために購入者の不信を買い、価格的

なメリット(相場よりも割安感 )がなければ売れない状態になつてしまつていました。

2番目に相談した不動産会社に、近隣の相場のことや金融機関との交渉のこと等を詳しく

聞いて、やつと自分の不動産 |よ相場よりも高く、近隣の売却に出ている物件と比較すると、

その割高感 |よ すぐにわかることが理解できました。最初の不動産会社への売却依頼を中止し、

心機一転、売却活動をお願いしました。

販売価格を相場より若干安めの価格に訂正して再度、販売活動をしてもらつたところ、購

入希望者が現れ、スムーズに契約できました。

□―ン|よ 残りました (自己資金で相殺 )が、最小の傷で済んだと思います。あのまま売れ

ない価格で売つていたらどうなつてしヽたのか、考えただけでもゾッとします。



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。日Jlti

ホームページのリニユーアル

この度、ウエーブ八ウスのホームページがリニューアルいたしました。

◆回の木―ムページの特徴として|よ 、ユーザビリティを考慮し、皆様の多種多様な御希望にお答えできますよう、大幅に変

更いたしました。

これまで以上に使いやすく・探しやすい 不動産の百貨店のような情報の話まつたものになつているかと思います。

まだ開発途中の部分こざいますが、皆様方からのこ意見をお間きしてよリー層進化させていきたいと思います。

◆後とも宜しくお願いいたします。

WWW.WaVehOuse.co.jp

WAVE HOUSE cOwnd. 日団□□□団

プレミアムメンバー 録のすすめ

ウェーブ八ウスホームページから『プレミアムメンパー』への登録ができます。

居住用 新築マンシヨン・中古マンシヨンから収益用アパート・マンシヨンまでお客様のお好みの不動産

をいち早く、しかも本来、不動産会社間でしか取引されない情報もお伝えさせていただきます。

是)Fこの機会に 『プレミアムメンパー』へ登録お勧めいたします。もちろん会費無料です。
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□    帥
邸ウエー夢＼ウス
http:〃 wwwowavehouse.co.,p/

相続相談 ステーンヨン岡山センダー

岡山市辰巳 2-108
籍 ⑬心6蜘 805-066~/

E― mail okayama@sss-1.,p

イエステーンヨン岡山中央店 :箕笛解 枯
岡山市辰巳 2-108
蛮 086-量 45中 9989

E― mail request@wavehouse,cot,p

有限会社 ネツトデータ
岡山市辰巳 2-108
奮 086呻 245-9696

E― mail info@netdataoco。,p


