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車両ハーネスとの接続
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本取付キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付けの前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。取り付け全般に際し、取り付けるシステム本体に付属の取付説明書も必ずご覧ください。
正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切責任を負いかねます。
※車両の仕様や装備によっては、本取付キットが適用できない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。
※取り付ける製品と車両の組み合わせによっては取り付けできない場合があります。
※純正ＣＤチェンジャー、純正携帯電話ハンズフリー、
マルチファンクションコントロール、
マルチファンクションディスプレイのオーディオ項目は機能しなくなります。(装着車のみ)
※純正オーディオに付随する機能は、ご利用できなくなる場合があります。

適用グレード
X1

ABA-VL**

(E84)

2010/04 ～ 2015/04

ディーラー車

X1

DBA※1-VM**

(E84)

2011/10 ～ 2015/04

ディーラー車

※1.車両型式DBA-VM**の車両から車速信号を取り出す場合には、ピービー製CANバスアダプター(別売り)を使用して取り出すことを推奨します。
※2.ノーマルスピーカーシステム装着車専用取付キットです。
※3.メーカーラインでのナビゲーションシステム装着車には取り付けできません。
※4.フロントスピーカーからの警告音(リバースレンジ時のゴング音など)は、出力されなくなります。また警告音は、別売りのゴングスピーカーを取り付けることで、
出力できるようになります。(純正スピーカーからの警告音に比べ音量が小さくなります)
※5.純正オーディオと光ファイバーケーブルで接続されているCDチェンジャー等のオプションが装着されている場合は、別売りの光ファイバー延長ケーブルを取り付けていただくか、
取り付け作業前にディーラーのテスターにてコーディング後、取り外してください。
※6.ＰＤＣ(パークディスタンスコントロール)が使用できなくなります。(装着車のみ)
※7.ＡＵＸ入力端子が使用できなくなります。

キット構成部品をご確認ください。( 作業前に構成部品が揃っているか確認してください。)

●1ＤＩＮフェイスパネル(上部)

x1

●1ＤＩＮフェイスパネル(下部)

x1

●1ＤＩＮブラケット(上部)

x1

●1ＤＩＮブラケット(下部)L/Rセット x 1

別売りオプションキット
●電源・スピーカーハーネス

x1

●純正オーディオ延長ハーネス

x1

●スピーカーコード延長ハーネス

x1

● CANバスアダプター
BIF-BM13L
● ステアリングリモートコントローラー
オプション SRC-HL3

●ラジオアンテナ変換コード

x1

●ラジオアンテナ延長コード

x1

●ショートコネクター(赤)

x1

( FAKRA⇒JASOタイプ)

●フェイスロックプレート

x4

●スピードナット(F型)

x1

●ブッシュ

x2

●ボルト(上部ブラケット用) x 1

● イルミ電源アダプターキット
TRG-I01
( CANバスアダプターを
取り付ける場合は不要です。)
● 光ファイバー延長ケーブル
MST02-OPEXT1
●ゴングスピーカー
GSP－2R5M

●フェルトテープ

x1

●両面テープ

x9

●ビス

x2

●ボルト(下部ブラケット用) x 1

適用サイズ
※ノーズサイズは Ｗ１７５㎜×Ｈ47㎜ まで対応ですが、ノーズ開閉タイプの場合、ノーズ開閉時にパネルと干渉する場合があります。
※本キットはトレードイン専用です。アドオン取付は出来ません。

１D I N サイズ

+

１D I N サイズ

※ 本取付説明書の記載の内容は、
調査時のデータに基づいて作成されています。
調査後に車両変更、
車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、
改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
※ ＦOR ＳＡＬＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＯＮＬＹ
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ὀព

ƜƷᘙᅆǛᙻƠƯŴᛚƬƨӕৢǛƢǔƱŴʴƕരʧǇƨƸ
ͻǛƏӧᏡࣱƕेܭƞǕǔϋܾǛᅆƠƯƍǇƢŵ


ƜƷᘙᅆǛᙻƠƯŴᛚƬƨӕৢǛƢǔƱŴ
ʴƕᨦܹǛƏ
ӧᏡࣱƕेܭƞǕǔϋܾƓǑƼཋႎܹƷǈƷႆဃƕे
ܭƞǕǔϋܾǛᅆƠƯƍǇƢŵ

㆙࿌


㸫
ŪஜԼƸᲾᲽᲫᲬ᳐ųǢȸ
ǹݦဇưƢŵ
ٻȈȩȃǯǍ݊ϬעˁಮƷȇǣȸǼȫ
ųƳƲƷᲬᲮ᳐ưƷ̅ဇƸƠƳƍŵ
້ƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪஜԼǛŴ
Э૾ƷᙻမǛڳƛǔئǍŴ
ǹȆǢȪȳǰŴ
ǷȕȈȬȐȸŴ
ȖȬȸǭȚȀȫ
ųƳƲƷᢃ᠃દ˺ǛڳƛǔئƳƲᢃ᠃ƴૅᨦǛƖƨƢئŴ
ӷʈᎍƴүᨖǛӏǅ
ųƢئƳƲƴƸዌݣƴӕǓ˄ƚƠƳƍŵ
ʩᡫʙǍࣴƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


Ū˳ƴᆭǛƚƯӕǓ˄ƚǔئӳƸŴ
ȑǤȗŴ
ǿȳǯŴ
ᩓൢᣐዴƳƲƷˮፗǛᄩ
ųᛐƷɥŴ
ƜǕǒƱฏǍᚑƢǔƜƱƕƍǑƏදॖƠƯᘍƏŵ
້ƷҾ׆ƱƳǓ
ųǇƢŵ


Ū˳ƷȜȫȈǍȊȃȈǛ̅ဇƠƯŴ
ೞ֥ƷӕǓ˄ƚǍǢȸǹǛӕǔئӳƸŴ
ǹȆǢ
ųȪȳǰŴ
ȖȬȸǭኒወǍǿȳǯƳƲƷ̬ܤᢿԼƷȜȫȈŴ
ȊȃȈƸዌݣƴ̅ဇƠƳ
ųƍŵ
ƜǕǒǛ̅ဇƠǇƢƱŴ
СѣɧᏡǍŴ
ႆ້Ŵ
ʙƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


㸫
㸩
ŪӕǓ˄ƚ˺ಅЭƴƸŴ
࣏ƣȐȃȆȪȸƷȞǤȊǹᇢ܇ǛƸƣƢŵ
ȗȩǹƱȞǤ
㸫
ųȊǹųኺែƷǷȧȸȈƴǑǔज़ᩓǍࣴƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪǳȸȉƸŴ
ᢃ᠃દ˺ƷڳƛƱƳǒƳƍǑƏŴ
ȆȸȗƳƲưǇƱǊƯƓƘŵ

ųǹȆǢȪȳǰǍǷȕȈȬȐȸŴ
ȖȬȸǭȚȀȫƳƲƴࠇƖƭƘƱʙƷҾ׆ƱƳǓ
ųүᨖưƢŵ


Ūೞ֥ǛЎᚐƠƨǓŴ
ોᡯƠƳƍŵ
ʙŴ
້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪᩓเǳȸȉƷᘮᙴǛЏƬƯŴ
˂Ʒೞ֥ƷᩓเǛӕǔƜƱƸዌݣƴഥǊǔŵ
ᩓเǳ
ųȸȉƷᩓ්ܾƕǪȸȐȸƠŴ
້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


Ū᪦ƕЈƳƍƳƲƷᨦཞ७ư̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ʙŴ
້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳ

ųǓǇƢŵ


ŪȒȥȸǺǛʩ੭ƢǔƱƖƸŴ
࣏ƣᙹܾܭ
ᲢǢȳȚǢૠᲣ
ƷȒȥȸǺǛ̅ဇƢǔŵ
ᙹ
ųܾܭǛឬƑǔȒȥȸǺǛ̅ဇƢǔƱŴ
້ƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪɢɟŴ
ီཋƕλƬƨŴ
൦ƕƔƔƬƨŴ
ƕЈǔŴ
٭ƳᐰƍƕƢǔƳƲƷီࠝƕឪƖ
ƦƷǇǇ̅
ųƨئӳƸŴ
Ⴚƪƴ̅ဇǛɶഥƠŴ
࣏ƣƓᝰƍɥƛƷᝤ٥ࡃƴႻᛩƢǔŵ
ųဇƢǔƱʙŴ
້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪǨǢȐȃǰƷѣ˺ǛڳƛǔئƴƸŴ
ዌݣƴೞ֥ƷӕǓ˄ƚƱᣐዴǛƠƳƍŵ
ǨǢ
ųȐȃǰѣ˺Ǜڳƛǔئƴӕ˄ȷᣐዴƢǔƱʩᡫʙƷᨥŴ
ǨǢȐȃǰǷǹȆȠƕ
ųദࠝƴѣ˺ƠƳƍƨǊŴ
ʙƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪᙻမǍᢃ᠃ƷڳƛƱƳǔئǁƸӕǓ˄ƚƳƍưƘƩƞƍŵ
ʩᡫʙƷҾ׆ƱƳ
ųǓǇƢŵ


ŪȉȪȫሁưᆭƋƚ˺ಅǛƢǔئӳƸŴ
ǴȸǰȫሁƷႸǛ̬ᜱƢǔǋƷǛ̅ဇƢų
ųǔŵ
ᄊ༾ƳƲƕႸƴλƬƨǓƠƯࣴǍڂଢƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ŪዓƠƨǳȸȉǍ̅ဇƠƳƍǳȸȉƷέᇢƳƲŴ
ᘮᙴƕƳƍᢿЎƸዌጂࣱȆȸȗ
ųሁưዌጂƢǔŵ
ǷȧȸȈƴǑǓ້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ


ὀព
ŪǨǢȐȃǰᘺბƴӕǓ˄ƚǔئӳƸɲȡȸǫȸƴ˺ಅɥƷදॖʙǛᄩᛐƠ
ųƯƔǒ˺ಅǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ǨǢȐȃǰƕᛚѣ˺ƢǔҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ



ŪஜԼƷӕ˄ȷᣐዴƴƸŴ
ᧉݦ২ᘐƱኺ᬴ƕ࣏ᙲưƢŵ
ܤμƷƨǊ࣏ƣƓᝰƍɥƛ
ųƷᝤ٥ࡃƴ̔᫂ƠƯƘƩƞƍŵ
ᛚƬƨᣐዴǛƠƨئӳŴ
ƴٻƳૅᨦǛƖƨƢ
ųئӳƕƋǓǇƢŵ

Ū࣏ƣ˄ޓƷᢿԼǛਦܭᡫǓ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ਦٳˌܭƷᢿԼǛ̅ဇƢǔƱŴ
ೞ
ų֥ϋᢿƷᢿԼǛͻƠƨǓƠƬƔǓƱܭưƖƣƴٳǕǔƜƱƕƋǓүᨖưƢŵ
ŪᩋƕԉƖᡂǉƱƜǖƳƲŴ
൦ƷƔƔǔƱƜǖǍൢŴ
Ŵ
ƷٶƍئǁƷӕǓ
ų˄ƚƸᢤƚƯƘƩƞƍŵ
ೞ֥ƴ൦ǍൢŴ
Ŵ
ƕฆλƠǇƢƱŴ
ႆǍႆ້Ŵ

ųᨦƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪƠƬƔǓƱܭưƖƳƍƱƜǖǍਰѣƷٶƍƱƜǖƳƲǁƷӕǓ˄ƚƸᢤƚƯƘ
ųƩƞƍŵ
ٳǕƯᢃ᠃ƷڳƛƱƳǓʩᡫʙǍࣴƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪႺݧଐήǍȒȸǿȸƷ༏ƕႺ࢘ƨǔƱƜǖƳƲǁӕǓ˄ƚƳƍưƘƩƞƍŵ
ųೞ֥ƷϋᢿภࡇƕɥଞƠŴ
້ǍᨦƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ūೞ֥Ʒᡫ܉Ǎ્༏ெŴ
ȕǡȳǛƾƞƕƳƍưƘƩƞƍŵ
ᡫ܉Ǎ્༏ெŴ
ȕǡȳ
ųǛƾƞƙƱϋᢿƴ༏ƕƜǋǓŴ
້ƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

Ū˳ƷƶơᢿЎŴ
ǷȸȈȬȸȫƳƲƷӧѣᢿƴǳȸȉǛƸƞǈᡂǇƳƍǑƏƴ
ųᣐዴƠƯƘƩƞƍŵ
ૺዴǍǷȧȸȈƴǑǓŴ
ʙǍज़ᩓŴ
້ƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕ
ųƋǓǇƢŵ
ŪǳȸȉƕޓᢿƴᚑǕƳƍǑƏƴᣐዴƠƯƘƩƞƍŵ
ޓᢿƴᚑƠǳȸȉƕᄊ
ųƠƯ້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪǳȸȉƷᣐዴƸŴ
᭗ภᢿǛᢤƚƯᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ǳȸȉƕ˳Ʒ᭗ภᢿƴ
ųᚑƢǔƱᘮᙴƕ๋ƚƯǷȧȸȈƠŴ
້Ŵ
ज़ᩓƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ūೞ֥ƷӕǓ˄ƚئ٭ƸܤμƷƨǊ࣏ƣƓᝰƍɥƛƷᝤ٥ࡃǁ̔᫂ƠƯƘ
ųƩƞƍŵ
ӕǓٳƠŴ
ӕǓ˄ƚƴƸᧉݦ২ᘐƕ࣏ᙲưƢŵ
ŪஜԼǛ᠍ဇƱƠƯˌٳƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ज़ᩓǍࣴƷҾ׆ƱƳǔƜƱ
ųƕƋǓǇƢŵ

Ūӕ˄ᛟଢưਦܭƞǕƨƱƓǓƴዓƠƯƘƩƞƍŵ
ദᙹƷዓǛᘍǘƳƍƱŴ
ų້ǍʙƷҾ׆ƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ᲧᲧ

$/'#&#

ȡǤȳȦȋȃȈƷӕ˄
ὀព
ŪӕǓٳƠŴӕǓ˄ƚƷᨥƴƸɲᢿԼǍӕǓ˄ƚǔೞ֥ƴͻǛ˄ƚƳƍǑƏŴʖǊ̬ᜱȆȸȗǛᝳǔƳƲҗЎදॖƠƯ˺ಅǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ

ኝദǷǹȆȠƷӕٳƠ
ĬǨǢǳȳȫȸȐȸ˄ȑȍȫǛͨٳǑǓЭƴࡽƖŴǳȍǯǿȸǛٳ
ųƠƯӕǓٳƠǇƢŵ

ĭ

ĭɦᢿ  ȶƷȓǹǛዼǊŴȀȃǷȥȜȸȉɶځƷݱཋλǕǛӕǓٳ
ųƠǇƢŵ
ĮǷȕȈǲȸȈǫȐȸǛɥƴࡽƖɥƛŴǷȕȈȬȐȸƷȭȃǯᚐᨊǛ
ųᘍƍŴǷȕȈȬȐȸǛᲾȬȳǸƴᆆѣƞƤǇƢŵ

ı

įǻȳǿȸǳȳǽȸȫɦᢿȑȍȫǛЭƴࡽƖЈƠǇƢŵ
èǻȳǿȸǳȳǽȸȫɦᢿȑȍȫǛЭƴࡽƖЈƠᢅƗƯŴȕȩȃȈ

Į

ųǱȸȖȫǛͻƠƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ

İ

İǨǢǳȳȦȋȃȈǛЭƴࡽƖЈƠŴǳȍǯǿȸǛٳƠƯӕǓЈƠ
ųǇƢŵ ѥӳǯȪȃȗųųҮ  ȶ 
ųǻȳǿȸǳȳǽȸȫɦᢿȑȍȫǛӕǓٳƠǇƢŵ

Ĭ

ıኝദǪȸȇǣǪȦȋȃȈƷɦᢿ  ȶƷȓǹǛዼǊŴኝദǪȸȇǣ

į

ųǪȦȋȃȈǛЭƴࡽƖ৷ƖŴǢȳȆȊǳȍǯǿȸŴǪȸȇǣǪǳ
ųȍǯǿȸǛ৷ƍƯӕǓٳƠǇƢŵ
ų

ȖȩǱȃȈȷȑȍȫƷኵᇌ ɥᢿ 
Ĭ

ĬȖȩǱȃȈƴ˄ޓƷȜȫȈ ɥᢿȖȩǱȃȈဇ ƱǹȔȸȉȊȃȈ ᳀
ųǛ̅ဇƠŴȖȃǷȥǛܭƠǇƢŵ

˄ޓƷ
ȕǧȫȈȆȸȗ

ĭӫǛӋༀƠŴȖȩǱȃȈƱȕǧǤǹȭȃǯȗȬȸȈǛӕǓ˄ƚǔǷ
ųǹȆȠƴܭƠǇƢŵ࣏ƣӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƴ˄ޓƷŴႤȓǹǛ̅
ųဇƠƯܭƠƯƘƩƞƍŵ
ĮȕǧǤǹȑȍȫᘻͨƷӫƷไƴŴȕǧǤǹȭȃǯȗȬȸȈƷέᇢƷ
ųȄȡǛࠀƠᡂǈܭƠǇƢŵ
èȕǧǤǹȑȍȫɥᢿƱȀȃǷȥȜȸȉƴᨤ᧓ƕဃơǔئӳƸŴ˄ޓƷ
ųȕǧȫȈȆȸȗǛȕǧǤǹȑȍȫɥ᩿ƴᝳǓ˄ƚǇƢŵ ӫӋༀ

ȖȩǱȃȈȷȑȍȫƷኵᇌ ɦᢿ 
Ĭ

ĬӫǛӋༀƠŴ˄ޓƷȜȫȈ ɦᢿȖȩǱȃȈဇ ƱȖȃǷȥǛӕǓ˄
ųƚǔǷǹȆȠƴܭƠǇƢŵ
ĭȖȩǱȃȈƱȕǧǤǹȭȃǯȗȬȸȈǛӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƴܭƠ
ųǇƢŵ࣏ƣӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƴ˄ޓƷႤȓǹǛ̅ဇƠƯܭƠƯƘ
ųƩƞƍŵ
ĮȕǧǤǹȑȍȫᘻͨƷӫƷไƴŴȕǧǤǹȭȃǯȗȬȸȈƷέᇢƷ
ųȄȡǛࠀƠᡂǈܭƠǇƢŵ

ƜƷᆭƴȕǧǤǹȭȃǯȗȬȸȈǛᡫƠǇƢŵ

ᲧᲧ

$/'#&#

ɲȏȸȍǹƱƷዓųƦƷ 
ὀព
ŪӕǓ˄ƚǔೞ֥Ʒӳᚘෞᝲᩓ්ƕŴɲȏȸȍǹƷᚩܾෞᝲᩓ්ǛឬƑƳƍǑƏŴӕǓ˄ƚǔೞ֥ƷˁಮǛƝᄩᛐƷɥŴ˺ಅǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ

ᩓเȷǹȔȸǫȸȷǢȳȆȊǳȸȉƷዓ
᱅ᑥǢȳȆȊ
ǳȍǯǿȸǁ
ዓƠǇƢŵ

è

ȩǸǪǢȳȆȊ

ȩǸǪǢȳȆȊ٭੭ǳȸȉ

᰾ ųųųȐȃȆȪȸᩓเ

èК٥ǓƷȔȸȓȸᙌᲽȐ
ųųǹǢȀȗǿȸƷ᱅ǳȍǯǿȸ
ųųƴዓƠǇƢŵ

ហ ųųųǢǯǻǵȪȸ̮ӭè
ȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸᩓเǳȸȉȷȪȬȸ̮ӭǳȸȉ

è
ĬǫȸǪȸȇǣǪǫȸȊȓǲ
ųųȸǷȧȳǷǹȆȠƷӲ̮ӭƷ
ųųዓƴƸŴК٥ǓƷȔȸȓȸ
ųųᙌᲽȐǹǢȀȗǿȸƷƝ
ųų̅ဇǛƓƢƢǊƠǇƢŵ

ከ ųųųȪǢǹȔȸǫȸӫ Ქ

ƷዓƸŴ2ǛӋༀƠƯƘƩƞƍŵ

ከ᱅ ųȪǢǹȔȸǫȸӫ Ყ

ɲƷǷǹȆȠƕǹȪȸȗƢǔƱŴȐȃȆȪȸᩓเƷ
̓ዅƕͣഥƠŴǷǹȆȠƷȡȢȪȸƕ̬ਤƞǕǇƤǜŵ

ዯ ųųųȪǢǹȔȸǫȸ Ქ

ዓƠƳƍئӳƸŴȐȃȆȪȸᩓเƸ̓ዅƞǕǇƤǜŵ
ዯ᱅ ųȪǢǹȔȸǫȸ Ყ

èК٥ǓƷȔȸȓȸᙌ%#0ȐǹǢȀȗǿȸӕǓ˄ƚ

è

ųưǋ࣏ƣዓƠƯƘƩƞƍŵ
໋ ųųųȕȭȳȈǹȔȸǫȸӫ Ქ

᰾ ȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸᩓเǳȸȉ

໋᱅ ųȕȭȳȈǹȔȸǫȸӫ Ყ
ហ ȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸ̮ӭǳȸȉ

ႉ ųųųȕȭȳȈǹȔȸǫȸ Ქ
ႉ᱅ ųȕȭȳȈǹȔȸǫȸ Ყ

ȪȬȸ

ɲͨ ኝദ
ǪȸȇǣǪǳȍǯǿȸ

᩷ ųųųǢȳȆȊǳȳȈȭȸȫ

ᩓเȷǹȔȸǫȸ
ųȏȸȍǹ

᱅ ųųųǢȸǹ

ǳȍǯǿȸ

ೝႉ ųǤȫȟȍȸǷȧȳ̮ӭè
ųųųųųèༀࡇᛦૢƴǑǓᩓןƕ٭ѣƠǇƢŵ
èǤȫȟȍȸǷȧȳ̮ӭǛӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƕᛐᜤưƖƳƍ
ųئӳƸŴǤȫȟᩓเǢȀȗǿȸ К٥Ǔ ǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ

᱅ ųųųᲽȐǹȀǤȬǯȈ
ųųǳȍǯǿȸè
èኝദήȕǡǤȐȸǱȸȖȫƕɲͨǳȍǯǿȸƴ
ųᘺბƞǕƯƍǔئӳƸŴǪȗǷȧȳƷήȕǡǤȐȸ
ųࡨᧈǱȸȖȫƕКᡦ࣏ᙲƱƳǓǇƢŵ

ႉ

ǫȸǪȸȇǣǪ
ǫȸȊȓǲȸǷȧȳ
ǷǹȆȠƴዓƠǇƢŵ

ĭǢǯǻǵȪȸŴǤȫȟȍȸ
ųųǷȧȳ̮ӭǛК٥ǓƷȔȸȓ
ųųȸᙌᲽȐǹǢȀȗǿȸƱ
ųųዓƢǔئӳƸŴஜǭȃȈƴ
ųų˄ޓƷǢǯǻǵȪȸŴǤȫȟ
ųųȍȸǷȧȳ̮ӭǳȸȉƸ̅ဇ
ųųƠǇƤǜŵ ዓ૾ඥƸᲽ
ųųȐǹǢȀȗǿȸӕ˄ᛟଢ
ųųǛӋༀƘƩƞƍŵ
ĮǢǯǻǵȪȸŴǤȫȟȍȸǷ
ųųȧȳ̮ӭЈщƴƸŴǫȸǪȸ
ųųȇǣǪǫȸȊȓǲȸǷȧȳ
ųųǷǹȆȠˌٳƸŴዓƠƳƍ
ųųưƘƩƞƍŵ
ųųǷǹȆȠƷᬝѣဇᩓเƱƠƯ
ųų̅ဇƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
èӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƷዓέ
ųųƴފƔƳƍئӳƸŴӷƷǹ
ųųȔȸǫȸǳȸȉࡨᧈȏȸȍǹ
ųųȩǸǪǢȳȆȊࡨᧈǳȸȉ
ųųǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ

ኝദǪȸȇǣǪࡨᧈȏȸȍǹ
2ǳȍǯǿȸ

ኝദǪȸȇǣǪ
ɲͨኝദ
ǪȸȇǣǪǳȍǯǿȸ

ኝദǪȸȇǣǪࡨᧈ
ȏȸȍǹǳȍǯǿȸ

ȭȃǯǹȗȪȳǰ

᱅ႉ

᱅

᱅ႉ

᱅

ĬǳȍǯǿȸǛዓƠƞƑƯܭƢǔ

ኝദ
ήȕǡǤȐȸǱȸȖȫ

ኝദǪȸȇǣǪࡨᧈ
ȏȸȍǹǳȍǯǿȸ
ǴȳǰǹȔȸǫȸ К٥Ǔ

ǪȗǷȧȳƷ
ήȕǡǤȐȸࡨᧈǱȸȖȫ
ȟȋǸȣȃǯ

᱅ႉ ǁዓ

ᑵዴ
ႉ

ήȕǡǤȐȸࡨᧈǱȸȖȫ К٥Ǔ

èǴȳǰǹȔȸǫȸ К٥Ǔ ƸŴኝദǹȔȸǫȸƔǒƷᜩԓ᪦ƴൔǂ᪦ƕݱƞƘƳǓǇƢŵ
ᲧᲧ

᱅ ǁዓ

Ƿȸȫȉ
ዴ

ǴȳǰǹȔȸǫȸ К٥Ǔ ƷǹȔȸǫȸዓᢿƕȟȋǸȣȃǯ
ƷئӳƸŴఌΨưǫȃȈƠŴǮȜǷᇢ܇ƴьƠƯƘƩƞƍŵ
$/'#&#

ɲȏȸȍǹƱƷዓųƦƷ 
ὀព
ŪӕǓٳƠŴӕǓ˄ƚƷᨥƴƸɲᢿԼǍӕǓ˄ƚǔೞ֥ƴͻǛ˄ƚƳƍǑƏŴʖǊ̬ᜱȆȸȗǛᝳǔƳƲҗЎදॖƠƯ˺ಅǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ

ᴪᴫᴰᴈ̬ਤဇᴰᴲᴈᩓเᴒᴈᴜᴶȷᴰᴲᴈ̮ӭᴒᴈᴜᴶȷᡮ ᴰᴢᴶᴈᴕ̮ӭƷዓ
ᲶȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸᩓเǳȸȉȷȪȬȸ̮ӭǳȸȉᲸ
ê

Ĭᢃ᠃ࠗͨȀȃǷȥȜȸȉƷǢȳȀȸǫȐȸǛӕǓٳƠǇƢŵ
ĭǫȸǢǯǻǹǷǹȆȠƷ᱅ᑥǳȍǯǿȸǛٳƠǇƢŵ
ĮǳȍǯǿƷǫȐȸǛέƷኬƍȞǤȊǹȉȩǤȐȸሁưȄȡǛ

ê

᩼π

ųƠɥƛŴǹȩǤȉƞƤƯٳƠǇƢŵ
įêᲭƷᆰᇢ܇ƴ ហ ȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸ̮ӭǳȸȉƷᇢ܇Ǜ
ųλƠዓƠǇƢŵ
İêᲭᲮ ហ᩷ ǳȸȉƴ ᰾ ȡȢȪȸ̬ਤဇȪȬȸᩓเǳȸȉǛŴ
ų˄ޓƷǷȧȸȈǳȍǯǿȸưዓƠǇƢŵ
ıǳȍǯǿȸƷǫȐȸǛΨᡫǓӕǓ˄ƚŴӕǓٳƠƱᡞƷư
ųٳƠƨᢿԼǛኵǈᇌƯǇƢŵ
ĲȪȬȸǛီ᪦᧸ഥƷƨǊŴɲȏȸȍǹƴȆȸȔȳǰƠܭƠ
ųǇƢŵ

ǫȸǢǯǻǹǷǹȆȠ
᱅ᑥǳȍǯǿȸ

Ჶᡮ̮ӭ = ɲ ࡸ#$#8. ?Ჸ
ᢃ᠃ࠗឱΨښǰȭȡȃȈᣐዴளϋႉ᰾ዯǳȸȉƴዓƠǇƢŵų

Ჶᡮ̮ӭ = ɲ& ࡸ$#8/ ?Ჸ
ᡮ̮ӭƷӕǓЈƠƴƸŴК٥ǓƷȔȸȓȸᙌ%#0ȐǹǢȀȗǿȸ
Ǜ̅ဇƠƯӕǓЈƢƜƱǛਖ਼ڜƠǇƢŵų

ᲶȪȐȸǹ̮ӭᲸ

᩼π

᩼π

ᢃ᠃ࠗǭȃǯȑȍȫϋȕȃȈǦǧȫȢǸȥȸȫȦȋȃȈɥͨ᱅ᑥ
ǳȍǯǿȸêᲳ ᱅ከ ƴዓƠǇƢŵ
èȪȐȸǹ̮ӭǛӕǓ˄ƚǔǷǹȆȠƕᛐᜤưƖƳƍئӳƸŴǤȫȟ
ųᩓเǢȀȗǿȸǭȃȈ К٥Ǔ ǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ų %#0ȐǹǢȀȗǿȸ̅ဇƸɧᙲưƢŵ

ᡮ̮ӭǳȸȉ

ȪȐȸǹ̮ӭ

ᢃ᠃ࠗឱΨښǰȭȡȃȈᣐዴளϋ

ᢃ᠃ࠗȕȃȈǦǧȫȢǸȥȸȫȦȋȃȈ
ɥͨ᱅ᑥ ǳȍǯǿȸ

ࡨᧈǱȸȖȫƷዓኝദǪȸȇǣǪȦȋȃȈƷܭ
ᲶኝദǪȸȇǣǪӕǓ˄ƚ̊íᲸ

ᲶኝദǪȸȇǣǪӕǓ˄ƚ̊îᲸ





ĬኝദǪȸȇǣǪƴ˄ޓƷɲ᩿ȆȸȗǛᝳǓ˄ƚǇƢŵ
ĭȩǲȸǸȫȸȠͨƷݱཋλǕƴŴɲ᩿ȆȸȗƱ˄ޓƷȓǹư
ųܭƠǇƢŵ

ĬȐȃȆȪȸ್ƷȈȬǤϋƴƋǔᆳឪᢿЎǛЏǓӕǓǇƢŵ
ĭኝദǪȸȇǣǪƴ˄ޓƷɲ᩿ȆȸȗǛᝳǓ˄ƚŴܭƠǇƢŵ
ĮኝദǪȸȇǣǪࡨᧈȏȸȍǹƷǳȍǯǿȸǛዓƠǇƢŵ

ĮኝദǪȸȇǣǪࡨᧈȏȸȍǹƷǳȍǯǿȸǛዓƠǇƢŵ

ųųų˄ޓƷɲ᩿Ȇȸȗ

˄ޓƷɲ᩿Ȇȸȗ

è࣏ᙲƴࣖơƯɲ᩿ȆȸȗǛ
ųƶᝳǓƠƯƘƩƞƍŵ

è࣏ᙲƴࣖơƯɲ᩿ȆȸȗǛ
ųƶᝳǓƠƯƘƩƞƍŵ

ᆳឪᢿЎǛЏǓӕǓǇƢŵ
ᲧᲧ

$/'#&#

