箱に入っているものを確認しながら、
必要なものを用意します。

確認

本体にインクや用紙をセットして、
印刷の準備をします。

準備

写真の入ったメモリーカードをプ
リンターに差し込んで印刷します。

印刷

ここで使っているイラストはCP730のものですが、CP720でも操作は同様です。

1

別売品

プリンター本体

コンパクト
パワ−アダプタ−

お試しインクカセット
（Lサイズ）

画像の入っている
メモリーカード
（あらかじめカメ
ラから取り出して
おいてください）

2

ペーパーカセットに用紙を入れます。
ペーパーカセットのふたを矢印の方向にず
らしながら開けます。次に、光沢面を上にし
て用紙を入れます。
（光沢面には、できるだけ
触れないようにしてください）

ふたを閉じます。このとき、ふたはきっちり閉
じないで、少しずらした状態（少し用紙が見え
ている状態）にします。

2

カードサイズ用
ペーパーカセット

PRINTED IN JAPAN

3

電源コードをコンパクトパワーアダプター
に差し込み、プラグをコンセントに差し込み
ます。

CP730の画面

コンパクトパワーアダプターのコネクターを
プリンターのDC IN端子に差し込みます。

セットされている
インクカセットの種類

上ぶた
中ぶた

印刷レイアウト 日付印刷

（CP730のみ）

大きな画像で確認!
長押しで電源を入れる・切る

ON/OFF（オンオフ）スイッチ

シングル
表示中の画像を１枚印刷します。

トリミング範囲の指定方法
1. TRIM.ボタンを押した後、DISP.ボタンを押します。
2.
で印刷範囲の大きさを、
で方向を設定し
ます。
3. もう一度DISP.ボタンを押した後、
で印
刷範囲の位置を調整します。
4. TRIM.ボタンを押すと設定が完了します。

印刷がはじまります。

お使いのキヤノン製デジタルカメラに
（イージーダイレクト）ボタンがついてい
れば、カメラをつないで簡単に印刷ができます。
ボタンがない場合は、カメラの
使用説明書をご覧ください。なお、PictBridge（ピクトブリッジ）に対応していれば、
キヤノン製以外のカメラでも印刷できます。

セピア？白黒？

LAYOUT（レイアウト）ボタン

EFFECT
（エフェクト）ボタン

フチなし

2面配置

（CP730のみ）

マイカラー
なし

1. プリンターからケーブルを引き出してカメラのDIGITAL端子に接続します。
ケーブルのコネクターが合わないときは、カメラに付属のUSBケーブルをお使いく
ださい。
30cmまで

マイカラーを設定します。

フチあり

お試し用紙の枚数と同じ5枚です。
インクがなくなると、
液晶モニターに右のようなマーク
が表示されますので、
新しいインクカセットと交換して
ください。 なお、
セルフィーで採用されている
「昇華型熱転写方式」
のプリンターは、
カラーインク／ペーパーセットの箱に記載されて
いる枚数以上は印刷できません。
インクジェット方式のプリンター
とは、
全く異なる方式です。

カメラをつないでも印刷できる!

フチあり？複数面配置？

印刷レイアウトを設定します。

セレクト
指定した画像を指定した枚数分印刷します。

を押します。

お試しインクカセットで
何枚印刷できますか?

どんな方法で印刷する？

動作モードを設定します。

5

TRIM.（トリミング）ボタン

MODE
（モード）ボタン

白黒

セピア

DIGITAL端子

日付を入れたい!

オール
全画像を１枚ずつ印刷します。

PRINT/STOP（プリント/ストップ）ボタン

DPOF
カメラ側で指定したDPOF情報にしたがって
印刷します。
（DPOFの指定方法については、カ
メラの使用説明書をご覧ください）

このボタンを押すと印刷がはじまります。
印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止
します。
（ 途中で印刷を中止しても、用紙１
枚分のインクは消費します）

DATE
（デイト）ボタン
日付印刷を設定します。
日付なし
年／月／日

月／日／年

のときは「年／月／日」

一部分だけを拡大印刷！

動作モード
日付印刷
印刷レイアウト

このボタンを押すと、表示中の画像が大きく表示され
ます。もう一度押すと戻ります。

のときは「日付なし」、

電源を切るときは、再度、電源スイッチを長めに押してください。

セットされている
インクカセットの種類

DISP.（ディスプレイ）
ボタン

液晶モニター右下の表示が

印刷が終わったことを確認してから、メモリーカードを引き抜いてください。

印刷される用紙枚数

表示中の画像の
印刷枚数

[DATE]を押して、撮影した日付を入れるかどうか選択します。

用紙は４回、出たり入ったりを繰り返します。途中で無理に引っ張り出さないようにしてください。

印刷イメージ

マイカラー

印刷開始・印刷中止

CP720の画面

の形式で日付が印刷されます。

CP720の画面

選択中の画像

4

カードサイズのペーパーカセットは、L サイズのペーパーカセットと
少し形が違います。上ぶたと、中ぶたを開けて用紙をセットし、中ぶ
ただけを閉じて、プリンターにセットします。

画像の一部分を拡大印刷する（トリミングする）設定を行います。

動作モード[セレクト]での印刷方法
1.
または
で印刷する画像を選びます。
2.
または
で印刷する枚数を設定します。
3.1〜2の操作を、必要なだけ繰り返します。
4.設定が終わったら
を押します。

または を押して、
印刷する画像を選びます。

ここを持って

電源を接続します。

画像番号

表示中の画像の印刷枚数

動作モード

印刷を楽しむための豊富
な機能のご紹介。

メモリーカードの画像や現在の設定情報などが表示されます。
印刷イメージ

印刷される用紙枚数

4

カードサイズのペーパー
カセットは?

液晶モニター

選択中の画像

ペーパーカセットを奥に当たるまで差し込み
ます。

純正品以外のアクセサリーの不具合（バッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することがあ
きらかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、
この場合のキヤノン製品の修理につきましては、
保証の対象外となり、
有償とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

ここを見れば一目瞭然

画像番号

ペーパーカセットカバーを開きます。

※ プリンターユーザーガイドをご覧いただくためには、Adobe ReaderまたはAdobe Acrobat
Readerが必要です。

ここからスタート

CP730の画面

CFカード、マイクロドライブ、
xD‑Picture Card（別途アダプター*が必要です）
* 動作確認アダプター：富士写真フイルム株式会社製型番DPC‑CF

ペーパーカセットを取り付けます。

用紙が
見えている側

プリンターユーザーガイドは、付属のCD‑ROMのインストール画面で[選んでイン
ストール]（Macintoshの場合は[インストール]の[カスタムインストール]）をクリ
ックし、[プリンターユーザーガイド]を選択するとインストールされます。
（[おま
かせインストール]でもインストールされます）

操作は簡単、
「確認」、
「準備」、
「印刷」の3ステップです。

いろいろな
機能で
おたのしみ

SDメモリーカード、
SDHCメモリーカード、
miniSDメモリーカード、
miniSDHCメモリーカード、
マルチメディアカード、
RS‑MMC

付属のCD‑ROMには、電子マニュアル「プリンターユーザーガイド」が入っていま
す。詳しい操作方法を知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

さっそく、パッケージに入っている付属品を使って印刷し
てみましょう。

C 2006 CANON INC.
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CD‑ROM :
コンパクト
フォト
プリンター
バッテリー
Compact Photo Printer
（CP730のみ）
ソリューションディスク
Solution Disk

ラベル面を上にして、奥に当たるまで差し込みます。

ツメの下に
用紙を入れます

●さらに詳しい説明書「プリンターユーザーガイド」●

SELPHY
（セルフィー）
のご購入、ありがとうございます。

CDI-J261-010

クリーナー

メモリーカードをプリンターのカードスロットに差し込みます。

メモリースティック PRO デュオ、
メモリースティックデュオ、
メモリースティック PRO、
メモリースティック

今回は使いませんが、パッケージには、次のようなものも入っています。
念のため確認しておきましょう。

CARD SIZE

液晶モニターに次のような画面が表示されるまで、電源スイッチを押
します。

電源コード

SIZE

お試し用紙
（Lサイズ）

お試しインクカセットをカチッと音がするま
で差し込み、カバーを閉じます。

インクカセットカバーを開きます。

1

画面が表示される
まで押す

L
Lサイズ用
ペーパーカセット

インクカセットを取り付けます。

プリンターにメモリーカードが
差し込まれていないことを確認

2. 液晶モニターに起動画面が表示されるまで電源スイッチを押します。
4面配置

インデックス

８面配置

100-0025

100-0026

100-0027

100-0028

100-0029

100-0030

100-0031

100-0032

日／月／年

画像番号も
印刷されます

くっきり
カラー

すっきり
カラー

3. カメラの液晶モニターで画像を選んで、
ボタンを押します。

対応のキヤノン製カメラは、
次のURLでご確認ください。http://canon.jp/selphy/

ʛʇɽʽɥΈȶȲԱҥɁͽ

ʛʇɽʽȺΈșȲɔɁໄ϶
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ʡʴʽʉ˂ʓʳɮʚɁɮʽʃʒ˂ʵ

ʛʇɽʽ
ȺΈș
ʡʴʽʉ˂ɥʛʇɽʽȾ
ፖȬɟɃǾɞȨɗɽʽ
ʒʳʃʒɥᝩȪȲ႕Ѕ
ɗǾ୫ޏɥоɟȲ႕ЅɥԱ
ҥȺȠɑȬǿ

ȴɚȶȻशȶȹᴞ

ʓʳɮʚɁɮʽʃʒ˂ʵȟީ̘
ȪɑȬǿ

ʡʴʽʉ˂ʓʳɮʚɁɮʽʃʒ˂ʵȟຑɓɑȺǾ
ʛʇɽʽȻʡʴʽʉ˂ɥፖȪȽȗȺȢȳȨȗǿ

×éîäï÷óɁکն
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ÍáãéîôïóèɁکն

͇ࠖɁÃÄÒÏÍ
1 ȈÃïíðáãô
Ðèïôï
Ðòéîôåò Óïìõôéïî

͇ࠖɁÃÄÒÏÍ
1 ȈÃïíðáãô
Ðèïôï
Ðòéîôåò Óïìõôéïî

ÄéóëȉɥʛʇɽʽȾʅʍ
ʒȪɑȬǿ

5

Ûީ̘ÝɑȲɂÛѓᠭӦÝɁ
ʦʉʽȟ᚜ᇉȨɟȲɜɹ
ʴʍɹȪɑȬǿ

ÄéóëȉɥʛʇɽʽȾʅʍʒ
ȪǾÃÄÒÏÍюɁǽ
ᴥÃÐÓÄ Éîóôáììåòᴦɬɮɽ
ʽɥʊʠʵɹʴʍɹȪɑȬǿ

ᠭӦʑɭʃɹɁÛʰ˂ʐɭ
ʴʐɭÝȾȕɞÛʡʴʽʉ
ᜫްʰ˂ʐɭʴʐɭÝɬɮ
ɽʽɥʊʠʵɹʴʍɹȪ
ɑȬǿ

ÃÐÕº
Ðåîôéõí µ°°ÍÈú ͏˨

ɬʡʴɻ˂ʁʱʽʇʟʒɰɱɬɁɮʽʃʒ˂ʵ

3

ʙ˂ʓʑɭʃɹሳȠ߁ᦀ
ᴥпʇʟʒɰɱɬɮʽʃʒ˂ʵᴦᴷ
ጙ ³´µÍÂ ͏˨
Ǵ Íáãéîôïóè ɁکնǴ
ÏÓᴷ
Íáã ÏÓ Øᴥö±°®² ᵻ ö±°®´ᴦ
ÃÐÕº
Ðï÷åòÐÃ Ç³¯Ç´¯Çµ ɑȲɂ
Éîôåì ʡʷʅʍɿ˂ ª

႕ᬂȾ᚜ᇉȨɟɞʫʍʅ˂
ʂȾȪȲȟȶȹͽɥ
ɔɑȬǿ
ᣩ˹Ⱥʡʴʽʉ˂Ɂፖ
ɥᇉȬɞ႕ᬂȟ᚜ᇉȨ
ɟȲɜǾʛʇɽʽȻʡʴʽ
ʉ˂ɥፖȪǾʡʴʽʉ˂
ɁໃɥоɟɑȬǿ

1

2
3

ª ÅÏÓ ÕôéìéôùᴥÅÏÓ ÄÉÇÉÔÁÌ ʁʴ˂
ʄႊɁʇʟʒɰɱɬᴦɂǾÐï÷åòÐÃ
ɁɒȾߦख़ȪȹȗɑȬǿ
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ʙ˂ʓʑɭʃɹሳȠ߁ᦀ
ᴥпʇʟʒɰɱɬɮʽʃʒ˂ʵᴦᴷ
ጙ ²¸°ÍÂ ͏˨

ʡʴʽʉ˂ʓʳɮʚɁᵘʡ
ʴʽʉ˂ᤣᵚɥɹʴʍɹ
ȪǾȝΈȗɁʡʴʽʉ˂ɥ
ɹʴʍɹȪɑȬǿÛ պȬ
ɞ Ý ɥɹʴʍɹȪȲऻǾÛ ዊ
ɮʽʃʒ˂ʵ Ý ɥᤣȪǾ
Û ɮʽʃʒ˂ʵ Ý ɥɹʴʍ
ɹȪɑȬǿ
႕ᬂȾ᚜ᇉȨɟɞʫʍʅ˂
ʂȾȪȲȟȶȹͽɥ
ɔɑȬǿ
ÛѓᠭӦÝɁʫʍʅ˂
ʂȟ᚜ᇉȨɟȲɜǾᇉɁ
ᣮɝȾѓᠭӦȪɑȬǿ
ʛʇɽʽȻʡʴʽʉ˂ɥ
ፖȪǾʡʴʽʉ˂Ɂໃ
ɥоɟɑȬǿ

ÕÓÂብފ

ȦȦȺɂǾ×éîäï÷ó ØÐȝɛɆÍáã ÏÓ Ø
ᴥö±°®³ᴦɥΈȶȹᝢɥɔȹȗȠɑȬǿ
ȝΈȗɁÏÓɁʚ˂ʂʱʽȾɛȶȹɂǾͽ
ਖ਼ᬲɗ႕ᬂȟ۹ߵႱȽɞکնȟȕɝɑȬǿ

ÍáãéîôïóèɁکն

1

͇ࠖɁÃÄÒÏÍɥʛʇ
ɽʽȾʅʍʒȪɑȬǿ
ȬȺȾÃÄÒÏÍȟоȶȹȗȹǾ
˩Ɂ႕ᬂȟ᚜ᇉȨɟȹȗȽȗک
նɂǾÃÄÒÏÍɥоɟᄽȪȹȢ
ȳȨȗǿ

ɬɮʑɬ
ȗȶɄȗ
ȼɟͽɞ¿

ÉíáçåÂòï÷óåòɂǾ
႕ЅɁከျǾᩣᜄǾᪿǾ
ంȠҋȪȽȼȟժᑤȽ۹ൡᑤʇʟʒȺȬǿ

ໃȟоɝɑȮɦƁ

ȠɟȗȾԱҥȺȠɑȮɦƁ

ԱҥȺȠɑȮɦƁ

ÅáóùÐèïôïÐòéîôȞɜԱҥ
ÅáóùÐèïôïÐòéîôɂǾ
ዊԨͽȺȨɑȩɑȽ
ʶɮɬɰʒɁԱҥȟȺȠɞΠҟȽʇʟʒȺȬǿ
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ɬʡʴɻ˂ʁʱʽʇʟʒ
ɰɱɬɁÛȝɑȞȮɮʽʃ
ʒ˂ʵÝɥɹʴʍɹȪɑȬǿ
ፖȗȹÛÏËÝǾÛɮʽʃʒ˂
ʵÝɥɹʴʍɹȪɑȬǿ

2

႕ᬂȾ᚜ᇉȨɟɞʫʍʅ˂
ʂȾȪȲȟȶȹͽɥ
ɔɑȬǿ

3

ɬʡʴɻ˂ʁʱʽʇʟʒ
ɰɱɬɁÛɮʽʃʒ˂ʵÝ
ɥɹʴʍɹȪɑȬǿፖȗȹ
ÛȝɑȞȮɮʽʃʒ˂ʵÝǾ
Ûඒ
ɋÝɥɹʴʍɹȪɑȬǿ
႕ᬂȾ᚜ᇉȨɟɞʫʍʅ˂
ʂȾȪȲȟȶȹͽɥ
ɔɑȬǿ
ɮʽʃʒ˂ʵȟީ̘ȪȲɜǾÃÄ
ÒÏÍɥɝҋȪɑȬǿ

ʡʴʽʉ˂ɁໃʃɮʍʋȟᠣȢཟ
໕ȪȹȗɑȬƁ

ȦȦɥɹʴʍɹȪȹԱҥศɥᤣɆɑȬ

ႊጤȟͺȶȹȗɞɁȾǾɮʽɹȟȽȢ
ȽȶȲƁ

ໃɥоɟᄽȪȹɒȹȢȳȨȗǿ
ɮʽɹʁ˂ʒɥऀȶएȶȲɝǾ˪ႊȾໃɁ
ɴʽᴬɴʟɥᎱɝᣌȪȲɝȬɞȻǾԱҥȪȹȗ
ȽȢȹɕɮʽɹȟ៵ȨɟɞکնȟȕɝɑȬǿ
ɑȲǾᛓୣԱҥɁᣩ˹ȺǾႊጤȟȽȢȽȶȲȻ
ȠǾɮʽɹɵʅʍʒɥȢȻǾɮʽɹȟིᮞȾȽ
ɝɑȬᴥɮʽɹɵʅʍʒɂȞȽȗȺǾʤ˂ʛ˂
ɵʅʍʒɥȗȹႊጤɥᛃЭȪȹȢȳȨȗᴦǿ

ʛʘʳʨќᅊȽɜÐèïôïÓôéôãèȾȝɑȞȮᴞ
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ߩႊɁႊጤɥбดᬂɥ˨ȾȪȹоɟȹȗɑȬȞᴼ
ɮʽɹʁ˂ʒȾɎȦɝȟ͇ȗȹȗɞȻȠɂǾʠ
ʷɬ˂ʠʳʁȽȼȺɎȦɝɥȠ᭣ɃȪȹȢȳ
ȨȗǿጯȗʃʂȟоɞکնȾɂǾɮʽɹɵʅʍʒ
ɥɝ۶ȪǾ͇ࠖɁɹʴ˂ʔ˂ɥ²ᵻ³وȠࢃ
ȪȪȹȢȳȨȗǿ

ɮʽɹʁ˂ʒȟȽȢȽȶȹȗɑȮɦȞ¿
ɮʽɹɵʅʍʒɥ̬૰ȪȹȢȳȨȗᴥȝᝁȪɮ
ʽɹɵʅʍʒɂᴲႊȺȬᴦǿ

ÐèïôïÓôéôãèɂǾɵʫʳɁʃʐɭʍʋɬʁʃʒʬ˂ʓȽȼȺଟफȪȲᛓୣɁ႕ЅȞɜǾˢɁʛʘʳʨ႕Ѕ
ɥնȬɞʇʟʒǿնȪȲ႕ЅɥʹɮʓɿɮʄႊጤȾԱҥȬɟɃǾʊɮʔʩʍɹȽʛʘʳʨќᅊɁȺȠȕȟ
ɝȺȬǿ

Ӧͽʬ˂ʓǾԱҥʶɮɬɰʒǾஓ͇ԱҥǾԱ
ҥୣȟǾ९ȶȲɛșȾᜫްȺȠɑȮɦƁ

Ӧͽʬ˂ʓǾԱҥʶɮɬɰʒǾஓ͇ԱҥǾԱҥ
ୣȽȼɂǾᜫްɁጸɒնɢȮȾɛȶȹǾᬱᄻȟᤣ
ȺȠȽȗکնɗིӛȾȽȶȲɝȬɞکնȟȕ
ɝɑȬǿ

ÚïïíÂòï÷óåò ÅØɁکնǾÛᪿÝɥɹʴʍɹ
ȪȹǾÛʛʘʳʨնɥᚐșÝɥᤣȬɞȻǾ
ÐèïôïÓôéôãèȟᠭӦȪɑȬǿ

ÉíáçåÂòï÷óåòɁکնǾ
ÛᪿÝʫʕʯ˂Ȟɜ
ÛÐèïôïÓôéôãèÝɥᤣȬɞȻǾ
ÐèïôïÓôéôãè
ȟᠭӦȪɑȬǿ

ʫʬʴ˂ɵ˂ʓɥоɟȹɕǾ႕Ѕȟ᚜
ᇉȨɟɑȮɦƁ

ʫʬʴ˂ɵ˂ʓȟǾܝɑȺࢃȪᣅɑɟȹȗɞȞ
ᆬᝓȪȹȢȳȨȗǿɑȲǾ
ȈÄÃÆȉɁಐᴥʑʂʉ
ʵɵʫʳɁൈໄᄑȽʟɳʵʊǾʟɫɮʵɁಐᴦ
ȾژȸȗȹȗȽȗʟɳʵʊഫɁکնǾ႕Ѕɂ
ᝓឧȨɟȽȗȦȻȟȕɝɑȬǿ

ɛȢጤᝇɑɝȟᠭȦɝɑȬƁ

ʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒȾоɟɞႊጤɂ±¸͏˩ᴥʹ
ɮʓɿɮʄɁکնɂ±²͏˩ᴦȾȪȹȢȳȨȗǿ
ɑȲǾԱҥȨɟȲႊጤɥʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒɁ˨
Ⱦ±°͏˨ȲɔȽȗɛșȾȪȹȢȳȨȗǿ

ɲʳ˂ʨ˂ɹ ˢᜄ

ÕÓÂɻ˂ʠʵፖ

ʳʣʵጤȺ

ÌɿɮʄႊጤȽɜ

ျˁᬹˁഒȪȢґ᭒

ʟɳʒʟʶ˂ʪɗɬʵʚʪȺ
९ȗҋɥጨ୦Ⱦҋ

॒ᛵȽɕɁ

Ȉ९ȶȲɛșȾԱҥȺȠȽȗ¡ȉǾ
ȈӦͽȟȝȞȪȗ¿ȉȰɦȽȻȠɁߦѿศȺȬǿ

ໃʃɮʍʋɥᩋɔȾઃȪȷȸȤɑȪȲȞᴼ
ɽʽʛɹʒʛʹ˂ɬʊʡʉȻʡʴʽʉ˂టͶǾ
ໃɽ˂ʓɁፖɕᆬᝓȪȹȢȳȨȗǿ

͇ࠖɁÃÄÒÏÍɥʛʇ
ɽʽȾʅʍʒȪǾ
ÃÄÒÏÍюɁ
ᴥÃÐÓÄ Éîóôáììåòᴦɬɮ
ɽʽɥʊʠʵɹʴʍɹȪ
ɑȬǿ

B+L

͇ࠖȪȹȗɞɕɁ
A Ìɿɮʄႊʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒ
B ɵ˂ʓɿɮʄႊʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒ
C Ìɿɮʄႊጤµоɝ
D Ìɿɮʄႊɮʽɹɵʅʍʒ

A +C
ᴥᣜӏɂ G ɑȲɂ H ᴦ
॒ᛵȽɕɁ

ҝۨɁɕɁ
E ʧʃʒɵ˂ʓɿɮʄႊʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒᴥÐÃÐÃÐ±°°ᴦ
F ʹɮʓɿɮʄႊʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒᴥÐÃ×ÃÐ±°°ᴦ
G Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʤ˂ʛ˂ʅʍʒ ËÌ³¶ÉÐÝÌɿɮʄ³¶оɝ
H Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʤ˂ʛ˂ʅʍʒ ËÌ³¶ÉÐ ³ÐÁÃËÝÌɿɮʄ±°¸оɝ
I Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʤ˂ʛ˂ʅʍʒ ËÃ³¶ÉÐÝɵ˂ʓɿɮʄ³¶оɝ
J Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʤ˂ʛ˂ʅʍʒ ËÐ³¶ÉÐÝʧʃʒɵ˂ʓɿɮʄ³¶оɝ
K Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʤ˂ʛ˂ʅʍʒ Ë×²´ÉÐÝʹɮʓɿɮʄ²´оɝ
L Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʟʵɿɮʄʳʣʵʅʍʒ ËÃ±¸ÉÆÝɵ˂ʓɿɮʄпᬂʁ˂ʵ±¸оɝ
M Ûɵʳ˂ɮʽɹ¯ʳʣʵʅʍʒ ËÃ±¸ÉÌÝɵ˂ʓɿɮʄ¸ґҾʁ˂ʵ±¸оɝ

ʹɮʓɿɮʄႊጤɥΈȶȹ

ʛʘʳʨќᅊɁ۾ᣓӌ
॒ᛵȽɕɁ

ÚïïíÂòï÷óåò ÅØɂǾ႕ЅɁከျǾᩣᜄǾ

ᪿǾంȠҋȪȽȼȟժᑤȽ۹ൡᑤʇʟʒȺȬǿ

ȦȦȺԱҥୣɥްȪɑȬ

ɮʽʃʒ˂ʵȟީ̘ȪȲɜǾÃÄ
ÒÏÍɥɝҋȪɑȬǿ
ࢍ៧ɁÕÓÂɻ˂ʠʵ

ÉíáçåÂòï÷óåòȞɜԱҥ

ȦȦɥɹʴʍɹȪȹԱҥศɥᤣɆɑȬ

×éîäï÷óɁکն

2

ÚïïíÂòï÷óåò ÅØȞɜԱҥ

ʓʳɮʚɁɮʽʃʒ˂ʵȟީ̘
ȪɑȬǿ

ʅʵʟɭ˂ɥ
ȝΈȗȗȲȳȤɞʛʇɽʽ
ʡʴʽʉ˂ʓʳɮʚɁᵘʡ
ʴʽʉ˂ᤣᵚɥɹʴʍɹ
ȪȲऻǾ
ȝΈȗɁʡʴʽʉ˂
ɥɹʴʍɹȪɑȬǿ

ÍáãéîôïóèɁکն

ÛᣜӏÝɥɹʴʍɹȪȲऻǾ
ÛÕÓÂÝɥᤣȪǾ
ȝΈȗɁ
ʡʴʽʉ˂ɥᤣȪɑȬǿ
ఊऻȾÛᣜӏÝɥɹʴʍɹȪ
ȲऻǾ
ɰɮʽʓɰɥᩐȫɑȬǿ

ʡʴʽʉ˂ʰ˂ʀ˂ɶɮʓɕɮʽʃʒ˂ʵȨɟɑȬǿ

Ǵ ×éîäï÷ó ɁکնǴ
ÏÓᴷ
×éîäï÷ó ²°°° Óåòöéãå Ðáãë
´ ɑȲɂ ×éîäï÷ó ØÐ
ᴥÓåòöéãå Ðáãë ±¬² ɥֆɓᴦ

×éîäï÷óɁکն

ٌȶȲȻȠȾɂ

F +K

႕Ѕɥ᚜ᇉȺȠɑȮɦ

ɮʽɹɵʅʍʒȾႱࢠȟȕɝɑȬ

ʫʬʴ˂ɵ˂ʓȾ႕ЅȟȕɝɑȮɦ

ʚʍʐʴ˂ҒɟȺȬᴥÃÐ·³° Ɂɒᴦ

႕ЅȟᝣɒᣅɔɑȮɦ

ᣮαȺȠɑȮɦ

ႊጤȟȕɝɑȮɦ

ᣮαȟᣩҒɟɑȪȲ

ႊጤȟȷɑɝɑȪȲ

ǽ

ȰɁͅɁɲʳ˂

ɮʽɹȟȕɝɑȮɦ

ާп˨Ɂȧา
ˁ టൡبɥΈႊȬɞ᪨ɂǾȤȟɗཌདǾǾ᪩Ƚȼɥ᩻ȣȲɔǾ˩ᜤɁา̜ᬱȾȪȲȟȶȹǾඩȪȢ
ȝΈȗȢȳȨȗǿ
ᴥȦȦȺȗșటൡبȻɂǾʡʴʽʉ˂Ǿɽʽʛɹʒʛʹ˂ɬʊʡʉ˂ǾɮʽɹɵʅʍʒǾ
ʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒǾႊጤɥȪɑȬᴦ
ˁ ͇ࠖɁÃÄÒÏÍȾՖɔɜɟȹȗɞފʨʕʯɬʵ
ᴥʡʴʽʉ˂ʰ˂ʀ˂ɶɮʓᴦɁȈާп˨Ɂȧาȉ
ɗȈɝȗ˨ɁȧาȉɕȕɢȮȹȝᝣɒȢȳȨȗǿ

ÃÐʡʴʽʉ˂ɻ˂ʃᴥÃÐÃ±ᴦ
ȦɁឬ֖̜ᬱȾՕȪȲɝȗɥȬɞȻǾ̷ȟඳ̪ɑȲɂϾɥ២șժᑤॴȟȕɞȦ

ʧʃʒɵ˂ʓႊጤȺ

ÉòÄÁ
ᴥᠣ۶፷ᣮαᴦߦख़Ɂଆ࢛ᝈɥΈțɃǾɻ˂ʠʵɥȷȽȣȦȻȽȢԱҥȺȠɑȬ
ᴥÃÐ·³°ɁɒᴦǿɑȲǾÂìõåôïïôèߦख़Ɂଆ࢛ᝈɗÐÄÁɥȝΈȗȽɜǾ
ȈÂìõåôïïôèʰ
ʕʍʒᴥÂÕ²°ᴦ
ȉȺི፷ԱҥȟးȪɑȬǿ

ፎɂȟȠˁќᅊɁࢳ៹

ឬ֖ ȻɥᇉȪɑȬǿ

Ǵ ͇ࠖɁÃÄÒÏÍɥÃÄÒÏÍߦख़ʓʳɮʠ͏۶ȺɂፏߦȾѓႆȪȽȗȺȢȳȨȗǿᬩഒႊÃÄʡʶ˂
ʮ˂ȺΈႊȪȲکնɂǾʃʞ˂ɵ˂ȽȼɥᆍૺȬɞঃɟȟȕɝɑȬǿɑȲʢʍʓʟɳʽȽȼɥȧΈႊȾ
ȽɞکնɂǾ۾ᬩᦀȾɛɝᐝȾ᪩ɥ២șঃɟȟȕɝɑȬǿ
Ǵ ȝފറɁਖ਼ɁࠍȞȽȗȻȦɠȾίከȪȹȢȳȨȗǿ

॒ᛵȽɕɁ

E+J

Ǵ ґᜓɗᣲɥȪȽȗȺȢȳȨȗǿ
Ǵ టൡبɥᕶȻȪȲɝǾ۶ᚽɥᆍૺȪȲکնɂǾȰɁɑɑΈႊȪȽȗȺȢȳȨȗǿ
Âìõåôïïôèʰʕʍʒ
ᴥҝۨᴦ

ÉòÄÁՙб

ߦख़ൡሗɂǾඒɁÕÒÌȺȧᆬᝓȢȳȨȗǿèôôðº¯¯ãáîïî®êð¯óåìðèù¯

ÃÐ·³°ȽɜǾ͇ࠖɁʚʍʐʴ˂ʛʍɹɥΈȶȹǾஇаȺፎɂȟȠԱҥ¡
±® ʚʍʐʴ˂ɵʚ˂ɥ۶ȪɑȬ

²® ʚʍʐʴ˂ɥɝ͇ȤɑȬ

॒ᛵȽɕɁ

B+ I

ႊጤȻʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒǾɮʽɹɵʅʍʒɁጸɒնɢȮ

ႊጤȻʤ˂ʛ˂ɵʅʍʒǾɮʽɹɵʅʍʒɁጸɒնɢ
ȮɥᩖᤏțɞȻඩȪȢԱҥȺȠɑȮɦǿʤ˂ʛ˂ɵ
ʅʍʒǾɮʽɹɵʅʍʒɁߦख़ɿɮʄɂǾȦȦȾంȞɟ
ȹȗɑȬǿ

ɵ˂ʓɿɮʄႊጤȽɜ

ȝȾоɝɁќᅊɂ
ȗȷȺɕȼȦȺɕȲȗɕɁ

ɥȷȤȹ¡

¸ґҾʳʣʵጤȺ

ᒲґȳȤɁʃʐʍɵ˂

Ǵ ཽȟҋȹȗɞǾཱིȥᒳȗȽȼɁႱࢠৰɁɑɑΈႊȪȽȗȺȢȳȨȗǿ
Ǵ юȾ෩ȽȼɥоɟȲɝǾ༧ɜȪȲɝȪȽȗȺȢȳȨȗǿ෩ȟȞȞȶȲɝ༄᭛ȾȨɜȨɟȲȻȠɂǾ
෩ॴɁȕɞ౬ɜȞȗࢎȺઝȗȹȢȳȨȗǿ
Ǵ юȾᦂࠖ࿎ɗྖțɗȬȗɕɁɥᕶȻȪᣅɦȳɝǾоɟȲɝȪȽȗȺȢȳȨȗǿ ȬȣȾൡبటͶɁ
ໃɥҒȶȹȞɜǾ॒ȭໃʡʳɺɥɽʽʅʽʒȞɜȗȹȢȳȨȗᴥʚʍʐʴ˂ɥΈႊȪȹȗɞکնɂ
ʚʍʐʴ˂ɥ۶ȪȹȢȳȨȗᴦǿ
Ǵ ȟᱝɝҋȪȲɜటൡبɁᦂࠖ࿎ɗໃʡʳɺȾ᜔ɟȽȗȺȢȳȨȗǿ ȬȣȾΈႊɥɗɔǾటൡبȞ
ɜᫌɟȹȢȳȨȗǿ
Ǵ ɬʵɽ˂ʵǾʣʽʂʽǾʁʽʔ˂ȽȼɁऀཌॴҷȺਖ਼оɟȪȽȗȺ˩Ȩȗǿ
Ǵ ໃɽ˂ʓɗໃʡʳɺȾȗɕɁɥᢐȮȲɝǾིျȾऀȶएȶȲɝȪȹǾᆍૺȨȮȽȗȺȢȳȨȗǿ
Ǵ టൡߩبႊ͏۶ɁໃᴥÁÃɬʊʡʉ˂Ǿʚʍʐʴ˂ᴦɂΈႊȪȽȗȺȢȳȨȗǿ

³® ЭȪɑȬ
ᴥሳɁৰȞɜЭީ̘ɑȺ
ጙ²ᩖԡᴦ

Ǵ ໃʡʳɺɥްఙᄑȾȠǾȰɁ֚ᣃȝɛɆɽʽʅʽʒȾȲɑȶȲɎȦɝɗɟɥ̔ȗȲࢎȺઝȠ
ȶȹȢȳȨȗǿ
Ǵ ༧ɟȲਖ਼ȺໃʡʳɺɥȠࢃȪȪȽȗȺȢȳȨȗǿ

॒ᛵȽɕɁ

B +M

ௐᣮɁʡʴʽʉ˂ႊጤɗ
уᇋᛏɂȟȠɂΈțɞ¿
ໃɽʽʅʽʒɋ

ΈțɑȮɦǿ॒ȭɷʮʘʽጠඩɁȈɵʳ˂ɮʽɹᴬʤ˂ʛ˂ʅʍ
ʒȉȾֆɑɟɞʅʵʟɭ˂ߩႊႊጤɥȝΈȗȢȳȨȗǿ

ˁ టంɁю߁ɁˢɑȲɂпɥིȺᢆᢐȬɞȦȻɂǾ
ᇣඨȨɟȹȗɑȬǿ
ˁ టంɁю߁ȾᩜȪȹɂǾ
఼̙֖߬ȽȢ۰ȬɞȦȻȟȕɝɑȬǿ
ˁ ȦɁʡʴʽʉ˂ɗʇʟʒɰɱɬɥᤆႊȪȲፀȾȷȗȹɂǾ
˨ᜤȾȞȞɢɜȭ͖ɥ២ȗȞɀɑȬɁȺǾ
ȧ̘੪ȢȳȨȗǿ
ˁ ÓÄÈÃʷɾǾ
íéîéÓÄÈÃʷɾɂףൈȺȬǿ

