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れををゎァゐゑゎ るゎんィゑゥよエゐよ
ォイィォゥりれゐィ ィゐゑィァィんゐよェ, ォイィるィんキァ, ゎダスヅッダセチコサ 03-07-2015
ァよォエゐをゐよェ ゑよゐ エィォゥゐェんィォ
をゐんれァゐゑィ エよんれゐィ ァィんィォ カよァゐキァ よヅ. ツヅネト.:2551

るゐよゑゎゥォアゎ
れイよァよをゎイエゐゑィォ イゥィカれゐゥィォ よァィゐゑエィォ るゐよりキァゐェんィォ んれ ゑゥゐエゎゥゐィ ゑよエよゑォゥキェゎェ エゎ

カよんゎをィエれゥゎ エゐんゎ
☜りゐよ エゎァ よァよるれゐアゎ よァよるィカィォ  イよゥィカゎェ ォイゎゥれェゐキァ オォをよアゎェ ェォんオキァよ んれ エィァ

ゑキるゐゑよ ISPS エゎェ をゐんれァゐゑゎェ れりゑよエよェエよェゎェ ェィォるよェ よゥんィるゐィエゎエよェ をエァカ☝
イゥィクイィをィりゐェんィォ 60.000,00 れォゥキ MH ェォんイれゥゐをよんらよァィんれァィォ オイよ

ゎんれゥィんゎァゐよ
るゎんィェゐれォェゎェ
ェエィァ ゎんれゥゎェゐィ
エォイィ

ゎんれゥィんゎァゐよ
ゑよエよカキゥゎェゎェ ェエィ
るゐよるゐゑエォィ

http://www.ltnx.gr

イゥィォイィをィりゐェわれゐェよ るよイよァゎ
EURO

るスチ サツサソトスコトサソ 06-07-2015 60.000,00 俉 ニネヅコテ オイよ

ゑよエよをゎゑエゐゑゎ ゎんれゥィんゎァゐよ ゑよエよわれェゎェ イゥィェオィゥキァ:
エストグヅトセ 22-07-2015 ゾサソ ヒヅサ 14.30
ゎんれゥィんゎァゐよ るゐれアよりキりゎェ るゐよりキァゐェんィォ:
イケダツトセ 23-07-2015 ゾサソ ヒヅサ 11.00 ツダ.
エィイィェ るゐれアよりキりゎェ るゐよりキァゐェんィォ: りヅサナスコサ をエァカ, ィジバテ イスヅコジッド 24 カサチソグ ゑヅゲトセテ
CPV: 79713000-5 ォツセヅスデコステ オパタサヂセテ
るソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ ツッド ゼサ デドチサナゼスコ サツバ サドトバ トッ ジソサシネチソデダバ:
ゎ デパダザサデセ ツッド ゼサ デドチサナゼスコ ゼサ ケニスソ ジソグヅゾスソサ ダケニヅソ ジケゾサ (10) ダゲチステ サツバ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ.

エッ ァッダソゾバ イヅバデネツッ るセダッデコッド るソゾサコッド ダス トセチ スツネチドダコサ をソダスチソゾバ エサダスコッ ァ. カサチコネチ (スチ
デドチトッダコサ をエァカ), ケニッチトサテ ドツバヌセ:
1.エッ ァ. 4144/2013 (オれゑ 88/18-4-2013 ト. よほ) «よチトソダストヒツソデセ トセテ ツサヅサザサトソゾバトセトサテ デトセチ ゑッソチネチソゾゲ
よデナグタソデセ ゾサソ デトセチ サシッヅグ スヅシサデコサテ ゾサソ タッソツケテ ジソサトグヂスソテ サヅダッジソバトセトサテ トッド ォツッドヅシスコッド れヅシサデコサテ,
ゑッソチネチソゾゲテ よデナグタソデセテ ゾサソ イヅバチッソサテ».
2. エッ ァ. 4250/2014 (オれゑ 74/26-3-2014 ト. よほ) «るソッソゾセトソゾケテ よツタッドデトスパデスソテ ♠ ゑサトサヅシゲデスソテ,
ェドシニネチスパデスソテ ァッダソゾヒチ イヅッデヒツネチ ゾサソ ォツセヅスデソヒチ トッド るセダッデコッド エッダケサ ♠ エヅッツッツッコセデセ るソサトグヂスネチ
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トッド ツ.ジ. 318/1992 (よほ 161) ゾサソ タッソツケテ ヅドゼダコデスソテ» [ゾサソ ソジコサ トッド グヅゼヅッド 1 ゾサトグヅシセデセ スツソゾパヅネデセテ
サチトソシヅグナネチ].
3. エッ イ.る. 118/2007 «ゑサチッチソデダバテ イヅッダセゼスソヒチ トッド るセダッデコッド» (オれゑ 150/よほ/2007) ゾサソ イ.る. 60/2007
(オれゑ 64 よほ/2007), «ツヅッデサヅダッシゲ トセテ れタタセチソゾゲテ ァッダッゼスデコサテ デトソテ ジソサトグヂスソテ トセテ ィジセシコサテ 2004/18/れゑ
«ツスヅコ デドチトッチソデダッパ トネチ ジソサジソゾサデソヒチ デパチサヌセテ ジセダッデコネチ デドダザグデスネチ ケヅシネチ, ツヅッダセゼスソヒチ ゾサソ
ドツセヅスデソヒチ» バツネテ ッソ ジソサトグヂスソテ トネチ ッツッコネチ ジパチサチトサソ チサ ソデニパッドチ サチサタッシソゾグ ゲ デドダツタセヅネダサトソゾグ,  ネテ
ゾサソ トッチ ァ. 4320/2015 (オれゑ 29/よ/ 19-3-2015), ッ ッツッコッテ ダス トッ グヅゼヅッ 37 サチサデトケタタスソ トセチ ソデニパ トネチ
ジソサトグヂスネチ トッド らほ んケヅッドテ トッド ァ. 4281/2014, ゾサソ ッヅコズスソ ケチサヅヂセ ソデニパッテ サドトヒチ  トセチ 31セ るスゾスダザヅコッド
2015.
4. エッ ァバダッ 2286/95 (オれゑ 19/1.2.95 ト. よほ) «イヅッダゲゼスソステ るセダッデコッド エッダケサ ゾサソ ヅドゼダコデスソテ デドチサナヒチ

ゼスダグトネチ»,
5. エッ ァバダッ ァ. 2362/1995 (オ.れ.ゑ. 247/よ/27-11-1995) «イスヅコ るセダバデソッド をッシソデトソゾッパ, スタケシニッド トネチ
ジサツサチヒチ トッド ゑヅグトッドテ ゾサソ グタタステ ジソサトグヂスソテ» , バツネテ ソデニパスソ.
6. エッチ ァ. 3886/10 «るソゾサデトソゾゲ ツヅッデトサデコサ ゾサトグ トセ デパチサヌセ ジセダバデソネチ デドダザグデスネチ-れチサヅダバチソデセ トセテ
スタタセチソゾゲテ チッダッゼスデコサテ ダス トセチ ィジセシコサ 89/665 れィゑ».(よほ173) .
7. エッ ァ. 3469/06 «れゼチソゾバ エドツッシヅサナスコッ, れナセダスヅコジサ トセテ ゑドザスヅチゲデスネテ ゾサソ タッソツケテ ジソサトグヂスソテ» (よほ 131).
8. エッ ァ.3548/07 «ゑサトサニヒヅセデセ ジセダッデソスパデスネチ トネチ ナッヅケネチ トッド るセダッデコッド デトッ チッダサヅニソサゾバ ゾサソ トッツソゾバ
エパツッ ゾサソ グタタステ ジソサトグヂスソテ» バツネテ トヅッツッツッソゲゼセゾス ゾサソ ソデニパスソ.(よほ68)
9. エッ ァバダッ 2859/00 «ゑパヅネデセ ゑヒジソゾサ オバヅッド イヅッデトソゼケダスチセテ よヂコサテ» (よほ248).
10. エッ ァバダッ 3861/10 (よほ112) «れチコデニドデセ トセテ ジソサナグチスソサテ ダス トセチ ドツッニヅスネトソゾゲ サチグヅトセデセ チバダネチ ゾサソ
ツヅグヂスネチ トネチ ゾドザスヅチセトソゾヒチ, ジソッソゾセトソゾヒチ ゾサソ サドトッジソッソゾセトソゾヒチ ッヅシグチネチ デトッ ジソサジコゾトドッ ♠ イヅバシヅサダダサ
るソサパシスソサ»
11. エッ ァバダッ 3863/2010 (オれゑ 115/よ/15-07-2010) ゾサソ スソジソゾバトスヅサ トッ グヅゼヅッ 68 «ェドダザグデスソテ スヅシッタサザコサテ
ストサソヅスソヒチ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ» & トoチ ァバダッ 4024/2011 ぽヅゼヅッ 37.
12. エッ   サツバ 14-1-39 ら.る. «イスヅコ ゾネジソゾッツッソゲデスネテ トネチ ツスヅコ をソダスチソゾヒチ エサダスコネチ ゾスソダケチネチ ジソサトグヂスネチ»
オ.れ.ゑ. 24/19-01- 1939)
13. エッ ァ.2518/97 «イヅッハツッゼケデスソテ をスソトッドヅシコサテ ゐジソネトソゾヒチ れツソニスソヅゲデスネチ イサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ
よデナサタスコサテ. イヅッデバチトサ ゾサソ ォツッニヅスヒデスソテ トッド イヅッデネツソゾッパ サドトヒチ ゾサソ グタタステ るソサトグヂスソテ» バツネテ
トヅッツッツッソゲゼセゾス ゾサソ ソデニパスソ ダス トッチ ァバダッ 3707/08 « ゥパゼダソデセ ゼスダグトネチ ソジソネトソゾヒチ スツソニスソヅゲデスネチ ツサヅッニゲテ
ドツセヅスデソヒチ サデナサタスコサテ ゾサソ シヅサナスコネチ ソジソネトソゾヒチ スヅスドチヒチ »
14. エッ イる 56/2004 シソサ トッチ ゑヒジソゾサ ISPS ,(オれゑ 47 よ/11-2-2004) «ゑパヅネデセ トネチ トヅッツッツッソゲデスネチ トセテ
るソスゼチッパテ ェパダザサデセテ ツスヅコ サデナサタスコサテ トセテ サチゼヅヒツソチセテ ズネゲテ デトセチ わグタサデデサ».
15. エッチ ゑヒジソゾサ るセダッデコッド ァサドトソゾッパ るソゾサコッド
16. エッ ァバダッ 2960/2001 «エスタネチスソサゾバテ ゑヒジソゾサテ»
17. To サツバ 9-8-1952 らる (オれゑ よ231/22-8-1952) イスヅコ デドシニネチスパデスネテ をソダスチソゾヒチ エサダスコネチ トッド ァッダッパ
カサチコネチ, バツネテ ソデニパスソ.
18. エッチ ゑサチッチソデダバ (れゑ) 725/2004 シソサ トセ ザスタトコネデセ トセテ サデナグタスソサテ デトサ ツタッコサ ゾサソ トソテ タソダスチソゾケテ
スシゾサトサデトグデスソテ トネチ ゾヅサトヒチ-ダスタヒチ.
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19. エッ ァバダッ 3622/2007 (オ.れ.ゑ. 281/よ/27-12-2007) シソサ トセチ «れチコデニドデセ トセテ サデナグタスソサテ ツタッコネチ,
タソダスチソゾヒチ スシゾサトサデトグデスネチ ゾサソ タソダケチネチ ゾサソ グタタステ ジソサトグヂスソテ».
20. エッ ァバダッ 4150/2013 (オ.れ.ゑ. 102/A/29-04-2013) よチサデドシゾヅバトセデセ トッド ォツッドヅシスコッド ァサドトソタコサテ ゾサソ
よソシサコッド ゾサソ グタタステ ジソサトグヂスソテ.
21. エセチ ォよ 4434.1/02/08/12.9.2008 «ゑサゼッヅソデダバテ バヅネチ ゾサソ ツヅッハツッゼケデスネチ ケゾジッデセテ サツバ トソテ
をソダスチソゾケテ よヅニケテ グジスソサテ シソサ トセ ジソスチケヅシスソサ サツバ ソジソネトソゾケテ ストサソヅスコステ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ トネチ
ツヅッザタスツバダスチネチ サツバ トサ スシゾスゾヅソダケチサ ェニケジソサ よデナグタスソサテ をソダスチソゾヒチ れシゾサトサデトグデスネチ (ェよをれ), スタケシニネチ
サデナグタスソサテ».
22. エッ スシゾスゾヅソダケチッ ェニケジソッ よデナグタスソサテ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ェッパジサテ サヅダッジソバトセトサテ をソダスチソゾッパ
エサダスコッド ァ. カサチコネチ, バツネテ ソデニパスソ デゲダスヅサ.
23. エソテ タッソツケテ ゾスコダスチステ ジソサトグヂスソテ ツスヅコ ツヅッダセゼスソヒチ ゾサソ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ デス タソダスチソゾケテ
スシゾサトサデトグデスソテ バツネテ ソデニパッドチ ゾサソ スナサヅダバズッチトサソ.
24. エッ イ.る 113/2010 (オれゑ 194よ /2010) «よチグタセヌセ ドツッニヅスヒデスネチ サツバ トッドテ ジソサトグゾトステ».
25. エセチ ダス サヅソゼ. 35130/739 (オれゑ ら  1291 11.8.2010) ォ.よ. «よパヂセデセ トネチ ニヅセダサトソゾヒチ ツッデヒチ トッド
グヅゼヅッド 83 § 1トッド ァ.2362/1995 シソサ トセチ デパチサヌセ ジセダッデコネチ デドダザグデスネチ ツッド サナッヅッパチ トセチ ツヅッダゲゼスソサ
ツヅッノバチトネチ, ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ゲ スゾトケタスデセ ケヅシネチ».
26.エセチ ドツほ サヅソゼダ. 379/2014 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ ツスヅコ ケシゾヅソデセテ ヌゲナソデセテ ツコデトネデセテ
シソサ トセチ シソサ トセチ ジソスチケヅシスソサ ジソサシネチソデダッパ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ タソダケチサ ェッパジサテ, デス
スナサヅダッシゲ トッド ェよをれ ゾサトグ ゾヒジソゾサ ISPS .
27. エセチ サヅソゼダ. 18753/2015 スシゾヅソトソゾゲ サツバナサデセ トセテ よツッゾスチトヅネダケチセテ るソッコゾセデセテ ゑヅゲトセテ, ダス トセチ ッツッコサ
スシゾヅコゼセゾス セ ドツほ サヅソゼダ. 379/2014 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ.
28. Tセチ サヅソゼダ. 107/2015 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ ツスヅコ ケシゾヅソデセテ デニスジコッド ジソサゾゲヅドヂセテ シソサ
トセチ ジソスチケヅシスソサ ツヅバニスソヅッド ダスソッジットソゾッパ ジソサシネチソデダッパ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ タソダケチサ
ェッパジサテ.
29. エセチ サヅソゼダ. 4037/2-4-2015 スシゾヅソトソゾゲ サツバナサデセ トセテ よツッゾスチトヅネダケチセテ るソッコゾセデセテ ゑヅゲトセテ, ダス トセチ
ッツッコサ スシゾヅコゼセゾス セ ドツほ サヅソゼダ. 107/2015 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ.
30. ゎ サヅソゼダ. 171 /2015 ダス トセチ ッツッコサ スシゾヅコゼセゾス トッ ツヅサゾトソゾバ ジソスチケヅシスソサテ トッド スチ タバシネ ツヅバニスソヅッド
サチッソゾトッパ ダスソッジットソゾッパ ジソサシネチソデダッパ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ タソダケチサ ェッパジサテ.
31. エセチ サヅソゼダ.7411 /24-06-2015 スシゾヅソトソゾゲ サツバナサデセ トセテ よツッゾスチトヅネダケチセテ るソッコゾセデセテ ゑヅゲトセテ, ダス トセチ
ッツッコサ スシゾヅコゼセゾス セ ドツほ サヅソゼダ. 171/2015 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ ツスヅコ スシゾヅコデスネテ
ツヅサゾトソゾッパ トッド スチ タバシネ ツヅバニスソヅッド ジソサシネチソデダッパ
32. エセチ サヅソゼダ.172/2015 ダス トセチ ッツッコサ スシゾヅコチストサソ セ スツサチサジソサゾゲヅドヂセ  トッド スチ タバシネ ツヅバニスソヅッド
ジソサシネチソデダッパ.
33. エセチ サヅソゼダ7559/26-06-2015 スシゾヅソトソゾゲ サツバナサデセ トセテ よツッゾスチトヅネダケチセテ るソッコゾセデセテ ゑヅゲトセテ, ダス トセチ
ッツッコサ スシゾヅコゼセゾス セ ドツほ サヅソゼダ. 172/2015 よツバナサデセ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ をエァカ ツスヅコ スツサチサジソサゾゲヅドヂセテ
トッド スチ タバシネ ツヅバニスソヅッド ジソサシネチソデダッパ

る ゐ れ ァ れ ゥ り れ ゐ
れツサチサタセツトソゾバ ツヅバニスソヅッ ダスソッジットソゾバ ジソサシネチソデダバ ダス デナヅサシソデダケチステ ツヅッデナッヅケテ, シソサ トセチ

サチグジスソヂセ よチサジバニッド イサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ オパタサヂセテ トネチ ニヒヅネチ ツッド ドツバゾスソチトサソ デトソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド
ゾヒジソゾサ ISPS, トッド をソダケチサ ェッパジサテ サヅダッジソバトセトサテ をソダスチソゾッパ エサダスコッド ァ. カサチコネチ, ダス ニヅセダサトッジバトセデセ サツバ
コジソッドテ ツバヅッドテ トッド をエァカ, デス ザグヅッテ トッド ゑよれ 0419 トッド ツヅッハツッタッシソデダッパ トッド, シソサ ニヅッチソゾバ ジソグデトセダサ
ダケニヅソ ジケゾサ (10) ダゲチステ, ツヅッハツッタッシソデダッパ 60.000,00 スドヅヒ ダセ デドダツスヅソタサダザサチッダケチッド オイよ ゾサソ
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ゾグゼス グタタセテ チバダソダセテ スツソザグヅドチデセテ ゲ ジサツグチセテ ゾサソ ダス ゾヅソトゲヅソッ ゾサトサゾパヅネデセテ トセ ニサダセタバトスヅセ トソダゲ デス
れドヅヒ, ダス トッドテ ツサヅサゾグトネ ザサデソゾッパテ ゾサソ ッドデソヒジスソテ バヅッドテ:
よゥわゥィ 1ッ るソゾサソッパダスチッソ デドダダストッニゲテ:
サ) ェトッ ジソサシネチソデダバ シコチッチトサソ ジスゾトケテ スツソニスソヅゲデスソテ ゾサソ デドシゾスゾヅソダケチサ  チッダソゾグ ツヅバデネツサ ゲ ゑッソチッツヅサヂコステ
チッダソゾヒチ ツヅッデヒツネチ,  ツッド ケニッドチ トセチ ケジヅサ トッドテ デトセチ れタタグジサ ゾサソ サデニッタッパチトサソ ダス トッ ドツバ ツヅッゾゲヅドヂセ
サチトソゾスコダスチッ,  ゾサトケニッチトサテ トセチ デニストソゾゲ グジスソサ タスソトッドヅシコサテ デス ソデニパ, ツッド ケニスソ スゾジッゼスコ デパダナネチサ ダス トソテ
サツサソトゲデスソテ トッド ァ.2518/97 «ツスヅコ イヅッハツッゼケデスネチ タスソトッドヅシコサテ ゐジソネトソゾヒチ れツソニスソヅゲデスネチ イサヅッニゲテ
ォツセヅスデソヒチ よデナサタスコサテ, ゾタツ»  ゾサソ トッド ァ. 3707/08 (オれゑ 209 よ/8-10-2008) バツネテ ソデニパッドチ デゲダスヅサ  ネテ
ゾサソ  トセテ ォよ 4434.1/02/08/08 (オれゑ 1877 ら/12-9-2008) «ゑサゼッヅソデダバテ バヅネチ ゾサソ ツヅッハツッゼケデスネチ
ケゾジッデセテ サツバ トソテ をソダスチソゾケテ よヅニケテ グジスソサテ シソサ トセ ジソスチケヅシスソサ サツバ ソジソネトソゾケテ ストサソヅスコステ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ
サデナグタスソサテ トネチ ツヅッザタスツバダスチネチ サツバ トサ スシゾスゾヅソダケチサ ェニケジソサ よデナグタスソサテ をソダスチソゾヒチ れシゾサトサデトグデスネチ
(ェよをれ), スタケシニネチ サデナグタスソサテ». ェセダスソヒチストサソ バトソ デパダナネチサ ダス トッ グヅゼヅッ 1 § 4 トセテ グチネ ォよ
4434.1/02/08/08 (オれゑ 1877 ら/12-9-2008), グジスソサ ジスチ ニッヅセシスコトサソ デス ナドデソゾグ ツヅバデネツサ スチヒ デス
ツスヅソツトヒデスソテ ゾッソチッツヅサヂコサテ ストサソヅスソヒチ, ッソ ツヅッハツッゼケデスソテ ゼサ ツヅケツスソ チサ ツタセヅッパチトサソ サツバ ゾグゼス ストサソヅスコサ ゲ
ツヅバデネツッ ツッド デドダダストケニスソ デトセチ ゾッソチッツヅサヂコサ.
よゥわゥィ 2ッ オグゾスタッテ デドダダストッニゲテ:

ィソ ツヅッデナッヅケテ ゼサ ツヅケツスソ チサ ゾサトサトスゼッパチ デトッ イヅネトバゾッタタッ トッド を.エ.ァ.カ ゾサソ チサ ツヅネトッゾッタタセゼッパチ トッ
サヅシバトスヅッ ダケニヅソ トセチ 22 ゐッドタコッド 2015 セダケヅサ エストグヅトセ ゾサソ ヒヅサ 14:30 デス デナヅサシソデダケチッ ナグゾスタッ ツッド ゼサ
ツスヅソケニスソ 2 サチトコシヅサナサ トセテ ツヅッデナッヅグテ サドトゲテ,
ケヂネ サツバ トッチ ッツッコッ ゼサ サチサシヅグナッチトサソ スドゾヅソチヒテ ダス ゾスナサタサコサ シヅグダダサトサ:
サ) トサ ツタゲヅセ デトッソニスコサ トッド ドツッヌゲナソッド ゾサソ トサ スヂゲテ:
ザ) イヅッデナッヅグ «りゐよ エゎァ よァよるれゐアゎ よァよるィカィォ イよゥィカゎェ ォイゎゥれェゐキァ オォをよアゎェ ェォんオキァよ んれ
エィァ ゑキるゐゑよ ISPS エゎェ をゐんれァゐゑゎェ れりゑよエよェエよェゎェ ェィォるよェ よゥんィるゐィエゎエよェ をエァカ デパダナネチサ
ダス トセ ジソサゾゲヅドヂセ ダス サヅソゼ.2551/03-07-2015 シソサ トッチ ジソサシネチソデダバ ツッド ジソスチスヅシスコトサソ トセチ 23-07-2015»
シ) イヅッテ エッ をソダスチソゾバ エサダスコッ ァ. カサチコネチ, ィジバテ イスヅコジッド 24 カサチソグ, エゑ 73100
ジ)エセチ ケチジスソヂセ: «ィ オよゑれをィェ ァよ んゎァ よァィゐカエれゐ よイィ エゎァ ゑれァエゥゐゑゎ ォイゎゥれェゐよ
イゥキエィゑィををィォ»
ィソ イヅッデナッヅケテ ダツッヅッパチ チサ サツッデトケタタッチトサソ ダス ッツッソサチジゲツットス トヅバツッ, スツコ サツッジスコヂスソ, ダス トセチ
ツヅッハツバゼスデセ バトソ サドトケテ ツスヅソケヅニッチトサソ デトセチ ツサヅサツグチネ ドツセヅスデコサ ダケニヅソ トセチ ゾサゼッヅソデダケチセ セダケヅサ ゾサソ
ヒヅサ, ダス スドゼパチセ トッド スチジソサナスヅバダスチッド. イヅッデナッヅグ ツッド スコトス ドツッザタゲゼセゾス ダストグ トセチ ゾサゼッヅソデダケチセ
セダスヅッダセチコサ ゾサソ ヒヅサ, スコトス トサニドジヅッダゲゼセゾス ケシゾサソヅサ サタタグ ジスチ ケナゼサデス ケシゾサソヅサ デトセチ ォツセヅスデコサ, ジスチ ゼサ
タサダザグチストサソ ドツバヌセ ゾサソ ゼサ スツソデトヅケナストサソ デトッチ スチジソサナスヅバダスチッ.
ィ ナグゾスタッテ トセテ ツヅッデナッヅグテ ゼサ ツスヅソケニスソ: 3 デナヅサシソデダケチッドテ ドツッナサゾケタッドテ ゾサソ ダソサ ジゲタネデセ ツスヅコ トッド サチ
ツスヅソタサダザグチッチトサソ デトッ ナグゾスタッ ツタセヅッナッヅコステ ダス トセチ ケチジスソヂセ «ツタセヅッナッヅコステ スダツソデトスドトソゾッパ ニサヅサゾトゲヅサ»
デパダナネチサ ダス トサ ゾグトネゼソ ッヅソズバダスチサ:
ゃタサ トサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ ツッド ゼサ ツスヅソタサダザグチッチトサソ デトッチ デナヅサシソデダケチッ ナグゾスタッ デドダダストッニゲテ, ゼサ スコチサソ
ツヅネトバトドツサ ゲ スドサチグシチネデトサ ナネトッサチトコシヅサナサ スゾ トネチ ツヅネトットパツネチ スグチ スゾジコジッチトサソ サツバ ジセダバデソステ
ドツセヅスデコステ.
ェトサ ナネトッサチトコシヅサナサ ソジソネトソゾヒチ スシシヅグナネチ サツサソトスコトサソ スツソゾパヅネデセ サツバ ジソゾセシバヅッ.
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ィソ ツヅッデナッヅケテ ツヅケツスソ チサ スコチサソ デドチトサシダケチステ デトセチ スタタセチソゾゲ シタヒデデサ, スチヒ ッツッソッジゲツットス ヂスチバシタネデデッ
ケシシヅサナッ ゾサトサトスゼスコ ツヅケツスソ チサ スコチサソ スツソデゲダネテ ダストサナヅサデダケチッ デトセチ スタタセチソゾゲ シタヒデデサ.
ィソ イヅッデナッヅケテ ジスチ ツヅケツスソ チサ ケニッドチ ヂケデダサトサ, デザセデコダサトサ, ツヅッデゼゲゾステ, ジソッヅゼヒデスソテ. れグチ ドツグヅニスソ デトセチ
ツヅッデナッヅグ ッツッソサジゲツットス ツヅッデゼゲゾセ ゲ ジソバヅゼネデセ, サドトゲ ツヅケツスソ チサ スコチサソ ゾサゼサヅッシヅサダダケチセ ゾサソ
ダッチッシヅサダダケチセ サツバ トッチ ツヅッデナケヅッチトサ, トッ ジス サヅダバジソッ バヅシサチッ ツサヅサタサザゲテ ゾサソ サツッデナヅグシソデセテ トネチ
ツヅッデナッヅヒチ, ゾサトグ トッチ ケタスシニッ, ダッチッシヅグナスソ ゾサソ デナヅサシコズスソ トセチ トドニバチ ジソバヅゼネデセ ゲ ツヅッデゼゲゾセ. ゎ
ツヅッデナッヅグ サツッヅヅコツトストサソ, バトサチ ドツグヅニッドチ デ` サドトゲ ジソッヅゼヒデスソテ ツッド トセチ ゾサゼソデトッパチ サデサナゲ, ゾサトグ トセチ
ゾヅコデセ トッド ッヅシグチッド サヂソッタバシセデセテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ.
ィ ツヅッデナケヅネチ, スナバデッチ ジスチ ケニスソ サデゾゲデスソ, スダツヅッゼケデダネテ, トセチ ケチデトサデセ トッド グヅゼヅッド 15 ツサヅ. 2 ツスヅ. サ
トッド イる 118/2007, ゾサトグ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ トッド ジソサシネチソデダッパ, ゲ ケニスソ サツッヅヅソナゼスコ セ サチネトケヅネ ケチデトサデセ,
ゼスネヅスコトサソ バトソ サツッジケニストサソ ツタゲヅネテ ゾサソ サチスツソナドタグゾトネテ バタッドテ トッドテ バヅッドテ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ ゲ
ツヅバデゾタセデセテ ゾサソ ジスチ ジパチサトサソ, ダス トセチ ツヅッデナッヅグ トッド ゲ ダス ッソッチジゲツットス グタタッ トヅバツッ, チサ サツッゾヅッパデスソ,
スドゼケネテ ゲ スダダケデネテ, トッドテ サチネトケヅネ バヅッドテ. ゎ グデゾセデセ スチデトグデスネテ ゾサトグ トセテ ジソサゾセヅパヂスネテ ジスチ ゾネタパスソ トセ
デドダダストッニゲ デトッチ ジソサシネチソデダバ.

ィソ ジセタヒデスソテ ドツケニッドチ ゼケデセ ドツスパゼドチセテ ジゲタネデセテ トッド チ.1599/1986 (よ` 75), ニネヅコテ チサ サツサソトスコトサソ セ
ゼスヒヅセデセ トッド シチセデコッド トセテ ドツッシヅサナゲテ ツッド ツヅッデヒツッド ツッド ドツッザグタタスソ トセ ジゲタネデセ ゾサソ ナケヅスソ
セダスヅッダセチコサ スチトバテ トネチ トスタスドトサコネチ トヅソグチトサ セダスヅッタッシソサゾヒチ セダスヅヒチ ツヅッ トセテ ゾサトサタセゾトソゾゲテ セダスヅッダセチコサテ
トネチ ツヅッデナッヅヒチ. ゎ ネテ グチネ ジゲタネデセ, サチスヂグヅトセトサ サツバ トセチ サチサシヅサナバダスチセ デス サドトゲチ セダスヅッダセチコサ,
サツッゾトグ ザスザサコサ ニヅッチッタッシコサ ダス トセチ ドツッザッタゲ トセテ ツヅッデナッヅグテ ゲ トセテ サソトゲデスネテ デドダダストッニゲテ トソテ ッツッコステ
デドチッジスパスソ.
ェス ツスヅコツトネデセ デドチドツッザッタゲテ サツバ トッチ デドダダストケニッチトサ ダス トセチ ツヅッデナッヅグ デトッソニスコネチ ゾサソ ツタセヅッナッヅソヒチ
スダツソデトスドトソゾッパ ニサヅサゾトゲヅサ セ シチネデトッツッコセデセ トネチ ッツッコネチ デトッドテ デドチジソサシネチソズバダスチッドテ ゼサ ケゼソシス トサ
ケチチッダサ デドダナケヅッチトグ トッド, ッ ツヅッデナケヅネチ ッナスコタスソ チサ デセダスソヒデスソ スツほ サドトヒチ トセチ ケチジスソヂセ «ツタセヅッナッヅコステ
スダツソデトスドトソゾッパ ニサヅサゾトゲヅサ». ェトセチ サチトコゼストセ ツスヅコツトネデセ ゼサ ジパチサチトサソ チサ タサダザグチッドチ シチヒデセ サドトヒチ トネチ
ツタセヅッナッヅソヒチ ッソ デドチジソサシネチソズバダスチッソ. ゎ ケチチッソサ トセテ ツタセヅッナッヅコサテ スダツソデトスドトソゾッパ ニサヅサゾトゲヅサ サナッヅグ
ダバチッ デトセチ ツヅッデトサデコサ トッド サツッヅヅゲトッド ツッド ゾサタパツトスソ トスニチソゾグ ゲ スダツッヅソゾグ ズセトゲダサトサ トセテ スツソニスコヅセデセテ トッド
スチジソサナスヅッダケチッド. ゎ パツサヅヂセ ゲ ダセ トケトッソネチ デトッソニスコネチ デス ツスヅコツトネデセ サソトゲダサトッテ グタタネチ
デドチジソサシネチソズッダケチネチ シソサ ケタスシニッ, ザスザサソヒチストサソ サツバ トセチ スツソトヅッツゲ サヂソッタバシセデセテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ. エッ
をエァカ ジスチ サツッゾサタパツトスソ ツタセヅッナッヅコステ ツッド トッド ケニッドチ ジソサザソザグデスソ ッソ ツヅッデナケヅッチトステ ゾサソ トソテ ッツッコステ ケニッドチ
ニサヅサゾトセヅコデスソ ネテ スダツソデトスドトソゾケテ ゾサソ ゾサタパツトッドチ トスニチソゾグ ゲ スダツッヅソゾグ ズセトゲダサトサ トセテ スツソニスコヅセデセテ トッド
スチジソサナスヅッダケチッド.
2.1. ォツッナグゾスタッテ るゐゑよゐィをィりゎエゐゑキァ
ィソ デドダダストケニッチトステ デトッ ジソサシネチソデダバ ドツッニヅスッパチトサソ  チサ ドツッザグタタッドチ ダス トセチ ツヅッデナッヅグ, スツコ ツッソチゲ
サツッゾタスソデダッパ, トサ ゾグトネゼソ ジソゾサソッタッシセトソゾグ, ダス トセ デスソヅグ ツッド ツサヅサトコゼスチトサソ,  トサ  ッツッコサ ゼサ サツットスタッパチ トッ
ツスヅソスニバダスチッ デナヅサシソデダケチッド ドツッナサゾケタッド  ダス トセチ ケチジスソヂセ «るゐゑよゐィをィりゎエゐゑよ». れツスソジゲ トッ ゾヅソトゲヅソッ
スコチサソ セ ニサダセタバトスヅセ トソダゲ, トサ デトッソニスコサ トッド ドツッナサゾケタッド ニヅセデソダッツッソッパチトサソ シソサ トッチ サツッゾタスソデダバ
ツヅッデナッヅヒチ ツッド ジスチ ツタセヅッパチ トソテ ツヅッハツッゼケデスソテ トセテ ツサヅッパデセテ サツバ グツッヌセ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ.
よ. よコトセデセ デドダダストッニゲテ デトッ ジソサシネチソデダバ デトセチ ッツッコサ ゼサ サチサナケヅッチトサソ セ スツネチドダコサ トッド チッダソゾッパ
ツヅッデヒツッド ゲ トセテ ゾッソチッツヅサヂコサテ ツッド サツサヅトコズスソ トッ ジソサシネチソズバダスチッ ツヅバデネツッ ゾサソ ツッド ドツッザグタタスソ トセチ
ツヅッデナッヅグ, デパダナネチサ ダス トッ ドツバジスソシダサ ツッド ツスヅソタサダザグチストサソ デトッ イサヅグヅトセダサ よ☂ トセテ ツサヅッパデサテ.
れソジソゾバトスヅサ, セ サコトセデセ デドダダストッニゲテ ゼサ ドツッシヅグナストサソ:
(サ) シソサ チッダソゾグ ツヅバデネツサ, サツバ トッチ チバダソダッ スゾツヅバデネツッ トッド チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド ツッド ドツッザグタタスソ トセチ
ツヅッデナッヅグ. りソサ トセ チッダソダッツッコセデゲ トッド, サツサソトスコトサソ セ ドツッザッタゲ ダス トセチ サコトセデセ:
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サ) トッド ゾサトサデトサトソゾッパ トッド チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド, ッソ トドニバチ トヅッツッツッソゲデスソテ サドトッパ ゾサソ セ トドニバチ トスタスドトサコサ
ゾネジソゾッツッコセデゲ トッド, ザスザサコネデセ トセテ サヅダバジソサテ サヅニゲテ サチサナッヅソゾグ ダス トッ バトソ ジスチ ケニスソ トヅッツッツッソセゼスコ
ツスヅサソトケヅネ トッ スチ タバシネ ゾサトサデトサトソゾバ ゾサソ ザスザサコネデセ ダセ タパデセテ トッド チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド ゾサソ
ザ) トセテ デニストソゾゲテ サツバナサデセテ/ ツヅサゾトソゾッパ トッド サヅダッジコッド, ゾサトグ トッ ゾサトサデトサトソゾバ, ッヅシグチッド トッド チッダソゾッパ
ツヅッデヒツッド ダス トセチ ッツッコサ サツッナサデコズストサソ セ デドダダストッニゲ トッド チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド デトッチ ジソサシネチソデダバ ゾサソ
スヂッドデソッジットスコトサソ ッ チバダソダッテ スゾツヅバデネツバテ トッド チサ ツヅッザスコ ツヅッテ トッパトッ デス バタステ トソテ サツサヅサコトセトステ スチケヅシスソステ.
(ザ) シソサ ゑッソチッツヅサヂコステ, サツバ トッチ ゾッソチバ スゾツヅバデネツッ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ, デパダナネチサ ダス トッ ゾッソチッツヅサゾトソゾバ
ゾサトサデトサトソゾバ. りソサ トセチ チッダソダッツッコセデセ トッド ネテ グチネ ゾッソチッパ スゾツヅッデヒツッド サツサソトスコトサソ セ ドツッザッタゲ ダス トセチ
サコトセデセ トッド ゾッソチッツヅサゾトソゾッパ ゾサトサデトサトソゾッパ. れグチ セ ゑッソチッツヅサヂコサ ジスチ ケニスソ サゾバダサ デドデトサゼスコ, デトセチ
ツスヅコツトネデセ サドトゲ, シソサ トセチ チッダソダッツッコセデセ トッド ネテ グチネ スゾツヅッデヒツッド サツサソトスコトサソ セ ドツッザッタゲ ダス トセチ サコトセデセ
トネチ デニストソゾヒチ スヂッドデソッジットゲデスネチ トネチ ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ドツバ デパデトサデセ.
(シ) れツソツタケッチ, スナバデッチ ッソ ジソサシネチソズバダスチッソ ゼサ デドダダストグデニッドチ デトッ ジソサシネチソデダバ, ダケデネ サチトソツヅッデヒツッド
トッドテ, ゼサ ツヅケツスソ チサ デドダツスヅソタサダザグチストサソ ゾサソ スソジソゾバ デドダザッタサソッシヅサナソゾバ ツタセヅスヂッパデソッ シソサ トセチ サツバジスソヂセ
トセテ チッダソダバトセトサテ トセテ サチトソツヅッデヒツスドデゲテ トッドテ.

ら. ォツスパゼドチセ ジゲタネデセ トセテ ツサヅ. 4 トッド グヅゼヅッド 8 トッド チ. 1599/1986 (よほ75), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ,
デトセチ ッツッコサ サチサシヅグナッチトサソ トサ デトッソニスコサ トッド ジソサシネチソデダッパ デトッチ ッツッコッ デドダダストケニッドチ ゾサソ デトセチ ッツッコサ
ジセタヒチストサソ バトソ, ダケニヅソ ゾサソ トセチ セダケヅサ ドツッザッタゲテ トセテ サコトセデセテ デドダダストッニゲテ トッドテ, ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッソ-
ツヅッデナケヅッチトステ  ゾサソ  ジゲ サ) ッソ るソサニスソヅソデトケテ バトサチ トッ チッダソゾバ ツヅバデネツッ スコチサソ ィ.れ, れ.れ ゲ れ.イ.れ.
ザ) ッ イヅバスジヅッテ トッド る.ェ. ゾサソ ッ るソスドゼパチネチ ェパダザッドタッテ バトサチ トッ チッダソゾバ ツヅバデネツッ スコチサソ よ.れ.
シ) ッ スゾツヅバデネツッテ ゾサソ トサ ダケタセ トセテ ゾッソチッツヅサヂコサテ
ジ) デス ゾグゼス グタタセ ツスヅコツトネデセ チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッソ トッド:
[サ.] ジスチ ケニッドチ ゾサトサジソゾサデゼスコ ダス サダストグゾタセトセ サツバナサデセ シソサ ゾグツッソッ サジコゾセダサ サツバ トサ サゾバタッドゼサ, ゲトッソ:
i) デドダダストッニゲ デス スシゾタセダサトソゾゲ ッヅシグチネデセ, バツネテ サドトゲ ッヅコズストサソ デトッ グヅゼヅッ 2 ツサヅグシヅサナッテ 1 トセテ ゾッソチゲテ
ジヅグデセテ トセテ 98/773/れォ トッド ェドダザッドタコッド (EE L 351 トセテ 29.1.1998, デスタ. 1),
ii) ジネヅッジッゾコサ, バツネテ サドトゲ ッヅコズストサソ サチトコデトッソニサ デトッ グヅゼヅッ 3 トセテ ツヅグヂセテ トッド ェドダザッドタコッド トセテ 26セテ
んサょッド 1997 (EE C195 トセテ 25.6.1997, デスタ. 1) ゾサソ デトッ グヅゼヅッ 3 ツサヅグシヅサナッテ 1 トセテ ゾッソチゲテ ジヅグデセテ
98/742/ゑれイイよ トッド ェドダザッドタコッド (EEL 358 トセテ 31.12.1998, デスタ. 2),
iii) サツグトセ, ゾサトグ トセチ ケチチッソサ トッド グヅゼヅッド 1 トセテ デパダザサデセテ デニストソゾグ ダス トセチ ツヅッデトサデコサ トネチ ッソゾッチッダソゾヒチ
デドダナスヅバチトネチ トネチ れドヅネツサノゾヒチ ゑッソチットゲトネチ (EE C 316 トセテ 27.11.1995, デスタ. 48),
iv) チッダソダッツッコセデセ スデバジネチ サツバ ツサヅグチッダステ ジヅサデトセヅソバトセトステ, バツネテ ッヅコズストサソ デトッ グヅゼヅッ 1 トセテ ッジセシコサテ
91/308/EOK トッド ェドダザッドタコッド, トセテ 10セテ ゐッドチコッド 1991, シソサ トセチ ツヅバタセヌセ ニヅセデソダッツッコセデセテ トッド
ニヅセダサトッツソデトネトソゾッパ デドデトゲダサトッテ シソサ トセ チッダソダッツッコセデセ スデバジネチ サツバ ツサヅグチッダステ ジヅサデトセヅソバトセトステ (EE L
166 トセテ 28.6.1991, デスタ. 77 ィジセシコサテ, セ ッツッコサ トヅッツッツッソゲゼセゾス サツバ トセチ ィジセシコサ 2001/97/れゑ トッド
れドヅネツサノゾッパ ゑッソチッザッドタコッド ゾサソ トッド ェドダザッドタコッド, EE L 344 トセテ 28.12.2001, デスタ. 76) セ ッツッコサ
スチデネダサトヒゼセゾス ダス トッ チ. 2331/1995 (よほ 173) ゾサソ トヅッツッツッソゲゼセゾス ダス トッ チ. 3424/2005 (よほ305),
v) シソサ ゾグツッソッ サツバ トサ サジソゾゲダサトサ トッド よシッヅサチッダソゾッパ ゑヒジソゾサ, デニストソゾバ ダス トセチ グデゾセデセ トセテ
スツサシシスタダサトソゾゲテ トッドテ ジヅサデトセヅソバトセトサテ
vi) ゾグツッソッ サツバ トサ サジソゾゲダサトサ トセテ ドツスヂサコヅスデセテ, トセテ サツグトセテ, トセテ スゾザコサデセテ, トセテ ツタサデトッシヅサナコサテ, トセテ
ヌスドジッヅゾコサテ, トセテ ジネヅッジッゾコサテ ゾサソ トセテ ジバタソサテ ニヅスネゾッツコサテ.
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[ザ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ, ジスチ トスタッパチ デス ツトヒニスドデセ ゾサソ, スツコデセテ, バトソ ジスチ トスタッパチ デス
ジソサジソゾサデコサ ゾゲヅドヂセテ ツトヒニスドデセテ.
[シ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ, ジスチ トスタッパチ ドツバ ゾッソチゲ スゾゾサゼグヅソデセ トッド ゾ.チ. 2190/1920,
バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ, ゲ スソジソゾゲ スゾゾサゼグヅソデセ トッド チ. 1892/1990 (Aほ101), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ, ゲ ドツバ
グタタステ サチグタッシステ ゾサトサデトグデスソテ シソサ トセチ チッダソゾゲ ダッヅナゲ トッドテ  ゾサソ, スツコデセテ, バトソ ジスチ トスタッパチ ドツバ ジソサジソゾサデコサ
ケゾジッデセテ サツバナサデセテ ゾッソチゲテ ゲ スソジソゾゲテ スゾゾサゼグヅソデセテ トネチ サチネトケヅネ チッダッゼストセダグトネチ ゲ ドツバ グタタステ
サチグタッシステ ゾサトサデトグデスソテ.
[ジ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ トスタッパチ デス サチサシゾサデトソゾゲ ジソサニスコヅソデセ ゾサソ, スツコデセテ, バトソ ジスチ
トスタッパチ デス ジソサジソゾサデコサ ゾゲヅドヂセテ デス サチサシゾサデトソゾゲ ジソサニスコヅソデセ. エサ ナドデソゾグ ゲ チッダソゾグ ツヅバデネツサ, ダケタセ トネチ
スツソニスソヅゲデスネチ, ジセタヒチッドチ バトソ ジスチ トスタッパチ デス サチサシゾサデトソゾゲ ジソサニスコヅソデセ ゲ ドツバ グタタセ サチグタッシセ ゾサトグデトサデセ
ゾサゼヒテ ゾサソ デス ジソサジソゾサデコサ ゾゲヅドヂセテ デス サチサシゾサデトソゾゲ ジソサニスコヅソデセ ゲ ドツバ グタタセ サチグタッシセ ジソサジソゾサデコサ.
[ス.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ トスタッパチ デス ツトネニスドトソゾバ デドダザソザサデダバ ゾサソ スツコデセテ ジスチ
トスタッパチ デス ジソサジソゾサデコサ ツトネニスドトソゾッパ デドダザソザサデダッパ.
[デト.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ トスタッパチ デス ツサパデセ ゲ サチサデトッタゲ スヅシサデソヒチ ゲ デス サチグタッシセ
ゾサトグデトサデセ ツッド ツヅッザタケツストサソ サツバ トセチ ゾスコダスチセ チッダッゼスデコサ.
[ズ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ, ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッソ トッドテ ゾサソ トサ ドツバニヅスサ ダケタセ トッドテ, スコチサソ スチゲダスヅッソ ネテ
ツヅッテ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッドテ ツッド サナッヅッパチ トソテ スソデナッヅケテ ゾッソチネチソゾゲテ サデナグタソデセテ (ゾパヅソサテ ゾサソ スツソゾッドヅソゾゲテ
) サチサナケヅッチトサテ バタッドテ トッドテ ナッヅスコテ デトッドテ ッツッコッドテ ゾサトサザグタッドチ スソデナッヅケテ ゾパヅソサテ ゾサソ スツソゾッドヅソゾゲテ
サデナグタソデセテ デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トセテ ゾスコダスチセテ チッダッゼスデコサテ.
[セ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ, ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッソ トッドテ ゾサソ トサ ドツバニヅスサ ダケタセ トッドテ, スコチサソ スチゲダスヅッソ ネテ
ツヅッテ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッドテ ツッド サナッヅッパチ トセチ ツタセヅネダゲ トネチ ナバヅネチ ゾサソ トスタヒチ, デパダナネチサ ダス トソテ
ジソサトグヂスソテ トセテ ゾスコダスチセテ チッダッゼスデコサテ.
[ゼ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ スコチサソ スシシスシヅサダダケチステ デトッ ッソゾスコッ れツソダスタセトゲヅソッ シソサ トッ スソジソゾバ
スツグシシスタダグ トッドテ ゾサトグ トセチ セダケヅサ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ.
[ソ.] バトソ コジソッソ ゾサソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ ケニッドチ ゾサトサジソゾサデゼスコ ザグデスソ ジソゾサデトソゾゲテ
サツバナサデセテ ツッド ケニスソ ソデニパ ジスジソゾサデダケチッド, デパダナネチサ ダス トセチ ゾスコダスチセ チッダッゼスデコサ ゾサソ セ ッツッコサ ジソサツソデトヒチスソ
サジコゾセダサ デニストソゾバ ダス トセチ スツサシシスタダサトソゾゲ ジソサシネシゲ トッドテ.
[ソサ.] バトソ コジソッソ ゾサソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ ケニッドチ ジソサツヅグヂスソ デッザサヅバ スツサシシスタダサトソゾバ
ツサヅグツトネダサ デドチサナケテ ダス トッ サチトソゾスコダスチッ トッド ジソサシネチソデダッパ ゲ デス デニケデセ ダス トセチ スツサシシスタダサトソゾゲ トッドテ
ソジソバトセトサ
[ソザ.] バトソ コジソッソ ゾサソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ スコチサソ ケチッニッソ デッザサヅヒチ ヌスドジヒチ ジセタヒデスネチ
ゾサトグ トセチ ツサヅッニゲ トネチ ツタセヅッナッヅソヒチ ツッド サツサソトッパチトサソ ゾサトグ チバダッ ゾサソ トセチ ツサヅッパデサ ッパトス ケチッニッソ ダセ
ツサヅッニゲテ トネチ ツタセヅッナッヅソヒチ  サドトヒチ.
[ソシ.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジスチ トスタッパチ デス サツッゾタスソデダバ サツバ ジソサシネチソデダッパテ, ダス ザグデセ
サダストグゾタセトセ サツバナサデセ サヅダバジソサテ サヅニゲテ, ゾサトグ トセチ セダスヅッダセチコサ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ .
[ソジ]. サチサタサダザグチッドチ トセチ ドツッニヅケネデセ シソサ トセチ ケシゾサソヅセ ゾサソ ツヅッデゲゾッドデサ ツヅッデゾバダソデセ トネチ トセテ ツサヅ. 2 トッド
グヅゼヅッド 6 トッド イ.る. 118/2007, ツッド サツサソトッパチトサソ ゾサトグ トッ デトグジソッ トセテ ゾサトサゾパヅネデセテ, バツネテ サチサナケヅッチトサソ
サチサタドトソゾグ デトッ グヅゼヅッ 5 トセテ ツサヅッパデサテ ジソサゾゲヅドヂセテ, ゾサソ トッ ツサヅグヅトセダサ りほ ゾサソ デパダナネチサ ダス トッドテ バヅッドテ
ゾサソ トソテ ツヅッハツッゼケデスソテ トッド グヅゼヅッド 20 トッド イ.る.118/2007 .
[ソス.] バトソ ケタサザサチ シチヒデセ トネチ バヅネチ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ トッドテ ッツッコッドテ サツッジケニッチトサソ サチスツソナパタサゾトサ.
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[ソデト.] バトソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ジソサゼケトッドチ トセチ サツバ トッ グヅゼヅッ 2 トッド チ. 2518/1997 [バツネテ
ソデニパスソ] ツヅッザタスツバダスチセ グジスソサ デス ソデニパ ゾサソ バトソ デス ツスヅコツトネデセ ツッド サチサゾセヅドニゼッパチ サチグジッニッソ, ゼサ トセチ
ジソサトセヅッパチ デス ソデニパ ゾサゼ☂ バタセ トセ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ, ダスヅソダチヒチトサテ シソサ トセチ ケシゾサソヅセ サチサチケネデセ トセテ.
[ソズ.] バトソ セ スツソニスコヅセデセ ツッド スゾツヅッデネツスコ, デドダダストケニスソ タサダザグチッチトサテ ダケヅッテ ダス ダコサ ダバチッ ツヅッデナッヅグ デトッ
ツタサコデソッ トッド ツサヅバチトッテ ジソサシネチソデダッパ ゾサソ シソサ バタッ トッ サチトソゾスコダスチッ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ.
[ソセ]. バトソ デス ツスヅコツトネデセ ゾサトサゾパヅネデセテ トッド ジソサシネチソデダッパ ジスデダスパッチトサソ ッソ コジソッソ, トサ ダケタセ トネチ

スツソニスソヅゲデスヒチ トッドテ ゾサソ トッ ツヅッデネツソゾバ ツッド ゼサ ニヅセデソダッツッソセゼスコ バトソ ゼサ トセヅゲデッドチ バタッドテ トッドテ バヅッドテ
スダツソデトスドトソゾバトセトサテ バツネテ サドトッコ サツサソトッパチトサソ デトッ ァ. 3622/07, ァ.4150/2013, イ.る. 56/2004  ゾサソ トッド
ソデニパッチトッテ ェよをれ を.れ. ェッパジサテ, トバデッ ゾサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ, バデッ ゾサソ ダストグ サツバ
サドトゲ.
[ソゼ.] バトソ ッソ コジソッソ ゾサソ ッソ スツソニスソヅゲデスソテ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ツサヅサソトッパチトサソ サツバ ゾグゼス ジソゾサコネダサ
サツッズセダコネデゲテ トッドテ, デニストソゾグ ダス ッツッソサジゲツットス サツバナサデセ トッド オッヅケサ るソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ シソサ
サチサザッタゲ ゲ サゾパヅネデセ ♠ ダサトサコネデセ トッド デドシゾスゾヅソダケチッド ジソサシネチソデダッパ.

ら1. ォツスパゼドチセ ジゲタネデセ トセテ ツサヅ.4 ,グヅゼヅッド 8 トッド チ. 1599/1986 (よほ75), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ, ツスヅコ
トッド バトソ:
[サ.] ゃトソ, ッソ コジソッソ ネテ スゾツヅバデネツッソ トネチ スツソニスソヅゲデスネチ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ケタサザサチ ドツバヌセ トッドテ トソテ

ドツッニヅスヒデスソテ デニストソゾグ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ ツスヅコ ツヅッデトサデコサテ トッド ツスヅソザグタタッチトッテ ゾサソ トネチ デドチゼセゾヒチ
スヅシサデコサテ ツッド ソデニパッドチ デトッチ トバツッ バツッド ツヅバゾスソトサソ チサ スゾトスタスデゼスコ セ デパダザサデセ.
[ザ.]   ゃトソ ッソ コジソッソ ネテ スゾツヅバデネツッソ トネチ スツソニスソヅゲデスネチ ツッド スゾツヅッデネツッパチ ゼサ スコチサソ デス ゼケデセ, スナバデッチ
トッドテ ズセトセゼスコ ゾサソ ニネヅコテ ゾサゼドデトケヅセデセ, チサ ツサヅグデニッドチ ゾグゼス ジソゾサソッタッシセトソゾバ ゲ ケシシヅサナッ ツッド サツッジスソゾチパスソ
トソテ ツタセヅッナッヅコステ ゾサソ ジセタヒデスソテ ツッド ツスヅソタサダザグチストサソ デトセ ジゲタネデセ トッドテ.
[シ.] ゼサ ジセタヒチストサソ バトソ デス ツスヅコツトネデセ ゾサトサゾパヅネデセテ トッド ジソサシネチソデダッパ ツヅソチ トセチ ドツッシヅサナゲ デパダザサデセテ,
ゼサ ツヅッデゾッダソデトスコ  サデナサタソデトゲヅソッ デドダザバタサソッ サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ セ ストサソヅスコサ ケニスソ ツタゲヅセ
サデナサタソデトソゾゲ ゾグタドヌセ サデトソゾゲテ スドゼパチセテ シソサ トッ ツヅッデネツソゾバ ツッド ニヅセデソダッツッソスコ ゾサゼヒテ ゾサソ シソサ ズセダコステ
ケチサチトソ トヅコトネチ, ツッド ツセシグズッドチ サツバ トセチ グデゾセデセ トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ ジヅサデトセヅソバトセトサテ ツサヅッニゲテ
ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ トセテ タソダスチソゾゲテ スシゾサトグデトサデセテ パヌッドテ 1.000.000俉 サチグ ツスヅソデトサトソゾバ, デパダナネチサ ダス
トッ サチトソゾスコダスチッ トッド ケヅシッド ゾサソ トセチ ォよ. 4434.1/02/08.
ら.2 らスザサコネデセ サツバ グタタッ ナッヅケサ トッド るセダバデソッド エッダケサ, デトセチ ッツッコサ チサ サツッジスソゾチパストサソ バトソ ジソサゼケトスソ
スダツスソヅコサ デトッチ トッダケサ トセテ ナパタサヂセテ るセダッデコネチ れシゾサトサデトグデスネチ.
ら.3. エッ サツッジスソゾトソゾバ スシシパセデセテ デドダダストッニゲテ デパダナネチサ ダス トッ グヅゼヅッ 3 トセテ ツサヅッパデサテ.

2.2  ォツッナグゾスタッ れゐるゐゑキァ エれカァゐゑキァ イゥィるゐよりゥよオキァ ゾサソ れゐるゐゑキァ れイよりりれをんよエゐゑキァイゥィェィァエキァ
ィソ ツヅッデナケヅッチトステ スツコ ツッソチゲ サツッゾタスソデダッパ, ゼサ ゾサトサゼケデッドチ トサ サゾバタッドゼサ ケシシヅサナサ トサ ッツッコサ ゼサ
サツットスタッパチ トッ ツスヅソスニバダスチッ デナヅサシソデダケチッド ドツッナサゾケタッド  ダス トセチ ケチジスソヂセ «ォツッナグゾスタッテ れソジソゾヒチ
エスニチソゾヒチ イヅッジソサシヅサナヒチ ゾサソ れソジソゾヒチ れツサシシスタダサトソゾヒチ イヅッデバチトネチ»:
よ1. ォツスパゼドチセ  ジゲタネデセ トセテ ツサヅ.4 トッド グヅゼヅッド 8 トッド ァ.1599/1986, バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ, デトセチ
ッツッコサ:
サ) わサ ジセタヒチストサソ  トッ ッチッダサトスツヒチドダッ トッド ドツスパゼドチッド デドチスチチバセデセテ トッド よチサジバニッド ダス トッチ スチトストサタダケチッ
ォよをれ ゲ ゾサソ トッチ よ♥ォよをれ トッド をエァカ, シソサ トセチ スゾトケタスデセ トセテ ドツバ サチグゼスデセ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデコサテ
ナパタサヂセテ, ダス トサ ツタゲヅセ デトッソニスコサ トサドトバトセトグテ トッド. れツコデセテ ゼサ ジセタヒデスソ トサ コジソサ ゾサソ シソサ トッチ
サチサツタセヅネダサトソゾバ トッド デス ツスヅコツトネデセ サツッドデコサテ トッド. ィ ドツスパゼドチッド デドチスチチバセデセテ ゾサソ ッ
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サチサツタセヅネダサトソゾバテ トッド ダツッヅスコ チサ スコチサソ トサドトバニヅッチサ ゾサソ ナパタサゾサテ トセテ ッダグジサテ ナパタサヂセテ ツッド ゼサ ッヅコデスソ ッ
よチグジッニッテ,ゲ サゾバダサ ゾサソ デドダダストケニネチ デトセチ スツソニスコヅセデゲ トッド.
ザ) わサ ジセタヒチストサソ バトソ トサ ツヅバデネツサ ツッド ゼサ ッヅソデトッパチ ネテ ツヅッデネツソゾバ ナパタサヂセテ シソサ トソテ サチグシゾステ トセテ

ツサヅッパデサテ ゼサ ケニッドチ バタサ タスドゾバ ツッソチソゾバ ダセトヅヒッ, ゼサ ケニッドチ スゾツタセヅヒデスソ トソテ デトヅサトソネトソゾケテ トッドテ
ドツッニヅスヒデスソテ  , ゾサソ ゼサ ケニッドチ シチヒデセ トセテ サシシタソゾゲテ シタヒデデサテ.
シ) わサ ジセタヒチスソ バトソ サツッジケニストサソ バトソ トサ バタサ ツヅバデネツサ ツッド ゼサ ッヅソデトッパチ ネテ ツヅッデネツソゾバ シソサ トセチ スゾトケタスデセ
トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ ツサヅッニゲテ ォツセヅスデコサテ, ゼサ ツヅケツスソ チサ スゾトスタッパチ トサ ゾサゼゲゾッチトグ トッドテ デパダナネチサ ダス トサ
サチサナスヅバダスチサ デトセチ ォよ 4434.1/02/08/2008 グヅゼヅッ 1 ツサヅ.5, デパダナネチサ ダス トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ, トッド
サチサツタセヅネトゲ トッドテ セ ゾサソ トセテ るソッコゾセデセテ トッド をエァカ, ゾサゼほ バタセ トセ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ. ェス ツスヅコツトネデセ
ダセ デドダダバヅナネデセテ ゾグツッソッド ツヅッデヒツッド ダス トサ ツサヅサツグチネ, サツバ サドトグ ツッド ゼサ ッヅソデゼッパチ サツバ トッチ
サチグジッニッ シソサ トソテ サチグシゾステ トセテ ツサヅッパデセテ, トッ をソダスチソゾバ エサダスコッ ァ. カサチコネチ ゼサ ケニスソ トッ ジソゾサコネダサ チサ ズセトグ
サツバ トッチ サチグジッニッ トセチ サチトソゾサトグデトサデゲ トッド, デス ッツッソサジゲツットス ニヅッチソゾゲ デトソシダゲ スチトバテ トセテ ソデニパッテ トセテ
デパダザサデセテ, ダストグ サツバ スソデゲシセデセ トッド ォよをれ.
ジ) わサ ジセタヒチスソ バトソ サツッジケニストサソ バトソ サドトバテ ゾサソ トッ ツヅッデネツソゾバ トッド, ゾサゼほ バタセ トセチ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ
サタタグ ゾサソ ダストグ トセ タゲヂセ トセテ, ジスチ ゼサ ツヅッザサコチッドチ デス ゾサダソグ ジセダバデソサ ジゲタネデセ シソサ トセチ デドシゾスゾヅソダケチセ
デパダザサデセ, ッパトス ゾサソ ゼサ デドダダストグデニッドチ デス ジヅサデトセヅソバトセトステ サデドダザコザサデトステ ダス トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド
サツケチサチトソ デトセチ サチサゼケトッドデサ サヅニゲ ツッド ツセシグズッドチ サツバ トセチ ツサヅッパデサ ゾサソ トセチ チッダッゼスデコサ ツッド サナッヅグ トセチ
デドシゾスゾヅソダケチセ ツサヅッニゲ ドツセヅスデコサテ.

ら. ァサ デドダツスヅソタグザッドチ デトッチ ドツッナグゾスタッ トサ サゾバタッドゼサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ:
サ) トセチ サツバ トッ グヅゼヅッ 2 トッド チ. 2518/1997 [バツネテ ソデニパスソ] ツヅッザタスツバダスチセ グジスソサ デス ソデニパ.
ザ) ゾサトサデトサトソゾバ ゲ デドデトサトソゾゲ ツヅグヂセ トセテ ストサソヅスコサテ, バツッド サチサナケヅストサソ セ ジドチサトバトセトサ グデゾセデセテ-ツサヅッニゲテ
ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ タソダスチソゾゲテ スシゾサトグデトサデセテ, ゼスネヅセダケチッ サツバ トッ ォツッドヅシスコッ よチグツトドヂセテ ゲ グタタセ
サヅダバジソサ よヅニゲ.
シ) ォツスパゼドチセ るゲタネデセ デトセチ ッツッコサ チサ ジセタヒチストサソ バトソ デス ツスヅコツトネデセ ゾサトサゾパヅネデセテ トッド ジソサシネチソデダッパ
ツヅソチ トセチ ドツッシヅサナゲ デパダザサデセテ,  ゼサ ツヅッデゾッダソデトッパチ  (シ1) ッチッダサデトソゾゲ ゾサトグデトサデセ トッド ツヅッデネツソゾッパ
ツッド ゼサ ニヅセデソダッツッソゲデスソ セ ストサソヅスコサ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ デトセチ タソダスチソゾゲ スシゾサトグデトサデセ,
ゼスネヅセダケチセ サツバ トセチ れツソゼスヒヅセデセ れヅシサデコサテ ゾサソ デドチッジスドバダスチセ ダス ナネトッサチトコシヅサナサ トネチ サトッダソゾヒチ
サジスソヒチ スヅシサデコサテ トッドテ デス ソデニパ, デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トッド グヅゼヅッド 3 トッド チ. 2518/1997 バツネテ ソデニパスソ
ゾサソ (シ2) エサ サツッジスソゾトソゾグ スゾツサコジスドデセテ バタッド トッド ツヅッデネツソゾッパ デトッチ ゾヒジソゾサ ISPS サツバ ゑれゑ ダス ザグデセ トセ
デニストソゾゲ ツヅバザタスヌセ トセテ ツサヅ.9 トッド グヅゼヅッド 12 トッド ァ.4150/2013 デス デドチジドサデダバ ダス トッ グヅゼヅッ 13 トッド
ァ.3879/10 シソサ トセチ «よチグツトドヂセ トセテ るソグ らコッド ダグゼセデセテ ゾタツ ジソサトグヂスソテ».
ジ) らスザサコネデセ トッド ェヒダサトッテ れツソゼスヒヅセデセテ れヅシサデコサテ ツスヅコ ダセ スツソザッタゲテ ツヅッデトコダッド デス ザグヅッテ トセテ
スツソニスコヅセデセテ デパダナネチサ ダス トセチ ツサヅ.2  トッド グヅゼヅッド 68 トッド ァ.3863/2010  バツネテ トヅッツッツッソゲゼセゾス ゾサソ
ソデニパスソ ダス トッ グヅゼヅッ 22 トッド ァ.4144/2013 ゲ ケチッヅゾセ ザスザサコネデセ トッド チッダコダッド スゾツヅッデヒツッド スチヒツソッチ
デドダザッタサソッシヅグナッド, ツスヅコ ダセ スツソザッタゲテ デス ザグヅッテ トッド ソジコッド ゾサソ トセテ スツソニスコヅセデセテ ツッド スゾツヅッデネツスコ,
ツヅグヂセテ スツソザッタゲテ ツヅッデトコダッド シソサ ツサヅサザソグデスソテ トセテ スヅシサトソゾゲテ チッダッゼスデコサテ «ドヌセタゲテ» ゲ «ツッタパ ドヌセタゲテ»
デッザサヅバトセトサテ» デパダナネチサ ダス トッチ ァ. 4144/2013 (オれゑ 88/18-4-2013 ト. よほ) グヅゼヅッ 22 ツサヅ. 2 . ェス
ツスヅコツトネデセ ゾッソチッツヅサヂコサテ トッ コジソッ ソデニパスソ トバデッ シソサ トッチ スゾツヅバデネツバ トセテ, バデッ ゾサソ シソサ トサ ダケタセ トセテ.
り. よチトコシヅサナッ グジスソサテ スシゾスゾヅソダケチセテ サツバ トッ りれれわよ シソサ トセ ニヅゲデセ デトッタゲテ トッド ツヅッデネツソゾッパ トセテ
スツソニスコヅセデセテ.
る. よツッジスソゾトソゾバ バトソ ッ ツヅッデナケヅネチ ジソサゼケトスソ ツソデトッツッコセデセ サツバ サチスヂグヅトセトッ ジソサツソデトスドダケチッ ナッヅケサ
シソサ トセ ジソサニスコヅソデセ トセテ ツッソバトセトサテ デパダナネチサ ダス トッ ジソスゼチケテ ツヅバトドツッ EN ISO 9001:2000 ゲ ソデッジパチサダッ.
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2.3 ォツッナグゾスタッテ ィゐゑィァィんゐゑゎェ イゥィェオィゥよェ
ィソ デドダダストケニッチトステ デトッ ジソサシネチソデダバ ドツッニヅスッパチトサソ スツコデセテ チサ ドツッザグタタッドチ デナヅサシソデダケチッ ドツッナグゾスタッ  ダス
トセチ ケチジスソヂセ «ィゐゑィァィんゐゑゎ イゥィェオィゥよ».
ゎ ッソゾッチッダソゾゲ ツヅッデナッヅグ トッド ドツッヌセナコッド サチサジバニッド, ゼサ ツヅケツスソ チサ デドチトサニゼスコ タサダザグチッチトサテ ドツほ バヌソチ
トッ ツサヅグヅトセダサ ら トセテ ツサヅッパデセテ ダス トコトタッ «よァエゐゑれゐんれァィ-イゥィるゐよりゥよオれェ エゎェ ろゎエィォんれァゎェ
イよゥィカゎェ ォイゎゥれェゐよェ»
ィ ナグゾスタッテ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ トッド ドツッヌセナコッド サチサジバニッド, ゼサ ツヅケツスソ れイゐ イィゐァゎ
よイィゑをれゐェんィォ チサ ツスヅソタサダザグチスソ トサ ツサヅサゾグトネ:
1. ェドダツタセヅネダケチッ トッ ケチトドツッ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ, ダス トセチ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ ッタッシヅグナネテ ゾサソ
サヅソゼダセトソゾヒテ, ジソスドゾヅソチコズッチトサテ バトソ デトセチ トソダゲ ジスチ デドダツスヅソタサダザグチストサソ ッ サチサタッシッパチ オイよ ゾサソ バトソ ッ
ニヅバチッテ ソデニパッテ トセテ ツヅッデナッヅグテ トッドテ ゼサ スコチサソ 6 (ケヂソ) ダゲチステ サツバ トセチ セダスヅッダセチコサ トッド ジソサシネチソデダッパ.
2. ォツスパゼドチセ ジゲタネデセ トッド ァ.1599/1986 (よほ75), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ,  ツッド ゼサ サチサナケヅスソ バトソ デス
ツスヅコツトネデセ ツッド サツサソトセゼスコ タバシネ デドチゼセゾヒチ チサ ツヅッデナケヅスソ ツヅバデゼストステ ゲ スタグデデッチステ ドツセヅスデコステ ナパタサヂセテ
サツバ トソテ ツスヅソシヅサナバダスチステ サチグ ゼケデセ, デトッチ ツコチサゾサ トッド ツサヅサヅトゲダサトッテ ら, セ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ ゼサ
ツサヅサダスコチスソ デトサゼスヅゲ ゾサゼ☂ バタセ トセチ ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ .
3. エサ サチサナスヅバダスチサ デトソテ ツサヅ.1 トッド グヅゼヅッド 68 ァ.3863/15-07-2010 (オれゑ 115/よ/15- 07-2010) & トッ
ァバダッ 4024/2011 グヅゼヅッ 37 ツサヅ. 5, シソサ トセチ サダッソザゲ トッド ツヅッデネツソゾッパ トッド, トセチ サデナグタソデセ サドトッパ ゾサソ
シスチソゾグ トセチ サツッズセダコネデゲ トッド, (ジスジッダケチッド バトソ セ デニケデセ スヅシサデコサテ ドツグヅニスソ ダバチッ ダストサヂパ トッド スヅシッタグザッド
ゾサソ トッド ツヅッデネツソゾッパ トッド).
4. よチトコシヅサナッ トセテ ソデニパッドデサテ デドタタッシソゾゲテ (ゲ グタタセテ) デパダザサデセテ スヅシサデコサテ デトセチ ッツッコサ ドツグシッチトサソ ッソ
スヅシサズバダスチッソ トセテ スツソニスコヅセデセテ, シソサ トセチ サツッナドシゲ サゼケダソトッド サチトサシネチソデダッパ ダストサヂパ トネチ デドダダストスニバチトネチ, ダス
デドチケツスソサ, トセチ ダセ スナサヅダッシゲ トセテ ドナソデトグダスチセテ スヅシサトソゾゲテ チッダッゼスデコサテ.
ィ ニヅバチッテ ソデニパッテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ スコチサソ 6 ダゲチステ, ツヅッデダストヅッパダスチステ サツバ トセチ セダケヅサ ジソスチスヅシスコサテ トッド
ジソサシネチソデダッパ.  イヅッデナッヅグ ツッド ッヅコズスソ ニヅバチッ ソデニパッテ ダソゾヅバトスヅッ トッド ツサヅサツグチネ サチサナスヅッダケチッド
サツッヅヅコツトストサソ ネテ サツサヅグジスゾトセ. ゎ ソデニパテ トセテ ツヅッデナッヅグテ ダツッヅスコ チサ ツサヅサトスコチストサソ, スナバデッチ ズセトセゼスコ サツバ
トセチ ドツセヅスデコサ ダサテ ツヅソチ サツバ トセ タゲヂセ サドトゲテ.
ィソ ジソサシネチソズバダスチッソ, ゾサトグ トセチ デパチトサヂセ トセテ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ トッドテ ゼサ ツヅケツスソ チサ タグザッドチ ドツバヌセ
トサ ツサヅサゾグトネ:

ェトセチ ィソゾッチッダソゾゲ イヅッデナッヅグ サチサシヅグナストサソ セ トソダゲ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サチグ ヒヅサ
(サチゼヅネツッヒヅサ). ィソ トソダケテ ゼサ ツヅケツスソ チサ ジコジッチトサソ デス れドヅヒ, デドダツスヅソタサダザサチッダケチネチ トネチ バツッソネチ
ゾヅサトゲデスネチ. イヅッデナッヅケテ ツッド ジスチ ジコチッドチ トソテ トソダケテ デス れドヅヒ ゲ ツッド ゾサゼッヅコズッドチ デニケデセ れドヅヒ
ツヅッテ ヂケチッ チバダソデダサ ゼサ サツッヅヅコツトッチトサソ ネテ サツサヅグジスゾトステ.
ゎ サチサシヅサナゲ トセテ トソダゲテ デス れドヅヒ, ダツッヅスコ チサ シコチストサソ ダス ジパッ ゲ ゾサソ ツスヅソデデバトスヅサ ジスゾサジソゾグ ヌセナコサ
(グチスド ッヅコッド). エッ シスチソゾバ デパチッタッ デトヅッシシドタッツッソスコトサソ デス ジドッ ジスゾサジソゾグ ヌセナコサ, ツヅッテ トサ グチネ スグチ
トッ トヅコトッ ジスゾサジソゾバ ヌセナコッ スコチサソ コデッ ゲ ダスシサタパトスヅッ トッド ツケチトス ゾサソ ツヅッテ トサ ゾグトネ スグチ スコチサソ
ダソゾヅバトスヅッ トッド ツケチトス.
ェス ツスヅコツトネデセ ツッド ツヅッゾパツトスソ (サツバ トセチ ツヅッデナッヅグ) バトソ セ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ サチゼヅネツッヒヅサテ
ジスチ ツスヅソタサダザグチスソ スパタッシッ ツッデッデトバ ジソッソゾセトソゾッパ ゾバデトッドテ, サチサタネデコダネチ, スヅシッタサザソゾッパ ゾケヅジッドテ,
チバダソダネチ ドツケヅ ジセダッデコッド ゾサソ トヅコトネチ ゾヅサトゲデスネチ, ゾタツ, ゲ ッ ドツッヌゲナソッテ ジスチ ツサヅケニスソ ツタゲヅセ ゾサソ
サチサタドトソゾゲ サソトソッタバシセデセ トッド デドシゾスゾヅソダケチッド バヅッド, ゲ トコゼスチトサソ ツヅッハツッゼケデスソテ, スコチサソ ジドチサトバ チサ
ズセトセゼッパチ ジソスドゾヅソチゲデスソテ ッソ ッツッコステ サチ ジスチ ジッゼッパチ スシゾサコヅネテ, セ ッソゾッチッダソゾゲ ツヅッデナッヅグ ゼサ
サツッヅヅコツトストサソ ネテ サツサヅグジスゾトセ.
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イヅッデナッヅケテ ツッド ゼケトッドチ バヅッ サチサツヅッデサヅダッシゲテ, サチサゼスヒヅセデセテ ゲ ツヅッデサパヂセデセテ トセテ トソダゲテ
サツッヅヅコツトッチトサソ ネテ サツサヅグジスゾトステ.
イヅッデナッヅケテ ツッド スコチサソ サバヅソデトステ ゾサソ サチスツコジスゾトステ スゾトコダセデセテ ゲ スコチサソ ドツバ サコヅスデセ ゲ ジスチ ツヅッゾパツトスソ
ダス デサナゲチスソサ セ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ, サツッヅヅコツトッチトサソ ネテ サツサヅグジスゾトステ, スナバデッチ ジスチ
ツサヅサデニスゼッパチ ジソスドゾヅソチゲデスソテ, ダストグ サツバ ツヅッセシッパダスチセ シチネダッジバトセデセ トセテ サヅダバジソサテ スツソトヅッツゲテ
るソサシネチソデダッパ ゾサソ サツバナサデセテ トセテ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ. ィソ デニストソゾケテ サツッナグデスソテ トセテ をソダスチソゾゲテ
れツソトヅッツゲテ スコチサソ ドツッニヅスネトソゾケテ シソサ トッチ よチグジッニッ.
ゎ トソダゲ ゼサ ジッゼスコ デス れドヅヒ (ニネヅコテ トッチ オイよ) サチグ サチゼヅネツッヒヅサ, シソサ バタステ トソテ ドツセヅスデコステ スチソサコサ.
ゐジソサコトスヅサ, ゾサトグ トセチ デパチトサヂセ トセテ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ, ツヅケツスソ チサ タセナゼスコ ドツバヌセ バトソ セ
ツサヅッニゲ ォツセヅスデソヒチ よデナサタスコサテ シコチストサソ デパダナネチサ ダス : トッチ ァ.3622/2007 «れチコデニドデセ トセテ
サデナグタスソサテ ツタッコネチ, タソダスチソゾヒチ スシゾサトサデトグデスネチ ゾサソ タソダケチネチ ゾサソ グタタステ ジソサトグヂスソテ», トッチ
ァ.4150/2013, トッ イ.る. 56/2004 ゾサソ れゑ 725/2004, ダス デトバニッ トセ ザスタトコネデセ トセテ サデナグタスソサテ デトサ
ツタッコサ ゾサソ デトソテ タソダスチソゾケテ スシゾサトサデトグデスソテ ゾサソ バトソ ッ タソダケチサテ ェッパジサテ ジパチサトサソ チサ タスソトッドヅシスコ スツコ
スソゾッデソトストヅサヒヅッド ザグデスネテ, ゾサゼセダスヅソチグ.
ゎ トソダゲ ゼサ スコチサソ デトサゼスヅゲ シソサ バタッ トッ ジソグデトセダサ トセテ デパダザサデセテ ニネヅコテ ゾサダコサ サチサツヅッデサヅダッシゲ シソサ
ッツッソッジゲツットス タバシッ. ェトセチ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ ゼサ ツスヅソタサダザグチッチトサソ バタステ ッソ ジサツグチステ ツッド スコチサソ
サツサヅサコトセトステ シソサ トセチ サツッズセダコネデセ トッド ツヅッデネツソゾッパ トネチ スヅシサズッダケチネチ デトセチ ツサヅッニゲ
ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ ゾサソ ナパタサヂセテ (スヅシッジットソゾケテ スソデナッヅケテ - スツソジバダサトサ サジスソヒチ ゾサソ スッヅトヒチ,
チドニトスヅソチゲ スヅシサデコサ ゾタツ) デパダナネチサ ダス トセチ ソデニパッドデサ スヅシサトソゾゲ チッダッゼスデコサ.
ゎ ツサヅッニゲ トネチ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ ゼサ シコチストサソ デパダナネチサ ダス トソテ サツサソトゲデスソテ トッド
ァ.3622/2007, ァ.4150/2013, イ.る. 56/2004  ゾサソ トッ ソデニパッチ ェよをれ, デトセチ タソダスチソゾゲ スシゾサトグデトサデセ
ェッパジサテ. りソサ トッチ タバシッ サドトバ デトセチ ジソサゾゲヅドヂセ シコチストサソ サチサナッヅグ デス スゾトソダヒダスチステ サツサソトゲデスソテ サチグ
サチゼヅネツッヒヅサ ニネヅコテ チサ ツヅッデジソッヅコズストサソ セ サゾヅソザゲテ ニヅッチソゾゲ ツスヅコッジッテ ツサヅッニゲテ トネチ
ドツセヅスデソヒチ. れツコデセテ ズセトスコトサソ セ トソダゲ チサ ジッゼスコ デス れドヅヒ (ニネヅコテ トッチ オイよ) サチグ サチゼヅネツッヒヅサ, シソサ
バタステ トソテ ドツセヅスデコステ. るソスドゾヅソチコズストサソ バトソ デトサ ツタサコデソサ トセテ ジソサナグチスソサテ シソサ トッチ サゾヅソザゲ
ツヅッデジソッヅソデダバ トセテ デドダザサトソゾゲテ サヂコサテ サツサソトスコトサソ セ トソダゲ ツヅッデナッヅグテ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ
サデナグタスソサテ サチグ サチゼヅネツッヒヅサ, デトッ ツスヅソザグタタッチ タスソトッドヅシコサテ トセテ タソダスチソゾゲテ スシゾサトグデトサデセテ, チサ
スコチサソ ダコサ デドシゾスゾヅソダケチセ トソダゲ ニネヅコテ ゾサゼバタッド ツヅッデサドヂゲデスソテ, サチスヂグヅトセトサ サツバ トッチ トパツッ トセテ
ドツセヅスデコサテ, ジセタサジゲ ナパタサヂセ, ツスヅソツッタコサ, ゾタツ ゾサソ デトサゼスヅゲ ゾサゼ バタセ トセチ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ
サチスヂグヅトセトサ サツバ トッ ニヅバチッ (セダケヅサ, チパニトサ, サヅシコサ ゾタツ) ツサヅッニゲテ トセテ ドツセヅスデコサテ.
ゎ ツタセヅネダゲ トッド サチサジバニッド ゼサ シコチストサソ サチグ ダゲチサ.
んス ツッソチゲ ゾサトグツトネデセテ トセテ スシシドセトソゾゲテ スツソデトッタゲテ  ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ, トッ ツヅッデネツソゾバ ゼサ ツヅケツスソ
チサ ジソサトコゼストサソ サツバ トッチ サチグジッニッ, スチトバテ ダコサテ ヒヅサテ サツバ トセチ タゲヌセ トッド デニストソゾッパ サソトゲダサトッテ.
るソスドゾヅソチゲデスソテ スツコ トセテ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ ジスチ シコチッチトサソ ジスゾトケテ, ツサヅグ ダバチッ サチ スソジソゾヒテ
ズセトセゼッパチ サツバ トッ をソダスチソゾバ エサダスコッ ァッダッパ カサチコネチ.

よゥわゥィ 3ッ: れシシパセデセ デドダダストッニゲテ
ィ デドダダストケニネチ ッナスコタスソ スツコ ツッソチゲ サツッゾタスソデダッパ チサ ツサヅグデニスソ «れシシパセデセ デドダダストッニゲテ»,
デドダツスヅソタサダザグチッチトサテ デトッ ナグゾスタッ れシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ ツッデッパ トヅソヒチ ニソタソグジネチ スヂサゾサゾッデコネチ
スチスチゲチトサ スドヅヒ (3690,00俉), ツッデバ トッ ッツッコッ サツットスタスコ トッ 5% トセテ ツヅッスゾトソダヒダスチセテ サヂコサテ トセテ デパダザサデセテ
ダス オイよ. ゎ スシシパセデセ デドダダストッニゲテ ツヅケツスソ チサ ソデニパスソ トッドタグニソデトッチ シソサ トヅソグチトサ (30) セダケヅステ, ダストグ トセ タゲヂセ
トッド ニヅバチッド ソデニパッテ トセテ ツヅッデナッヅグテ ツッド ゾサゼッヅコズストサソ ダス トセチ ツサヅッパデサ ジセタサジゲ スツトグ ダゲチステ. ゎ スシシドセトソゾゲ
スツソデトッタゲ スゾジコジストサソ サツバ ツソデトネトソゾグ ソジヅパダサトサ ツッド タスソトッドヅシッパチ チバダソダサ デトサ ゾヅグトセ - ダケタセ トセテ
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れドヅネツサノゾゲテ みチネデセテ ゲ トッド れドヅネツサノゾッパ ィソゾッチッダソゾッパ カヒヅッド, ゲ デトサ ゾヅグトセ-ダケヅセ トセテ ェドダナネチコサテ
るセダッデコネチ ェドダザグデスネチ トッド イサシゾッデダコッド ィヅシサチソデダッパ れダツッヅコッド, ツッド ゾドヅヒゼセゾス ダス トッ ァ. 2513/1997
(よ` 139) ゾサソ ケニッドチ, デパダナネチサ ダス トソテ ソデニパッドデステ ジソサトグヂスソテ, トッ ジソゾサコネダサ サドトバ. ゎ スシシパセデセ デドダダストッニゲテ
ゾサトサツコツトスソ サチ ッ ツヅッデナケヅネチ サツッデパヅスソ トセチ ツヅッデナッヅグ トッド ゾサトグ トセ ジソグヅゾスソサ ソデニパッテ サドトゲテ, ツサヅケニスソ
ヌスドジゲ デトッソニスコサ ゲ ツタセヅッナッヅコステ, ジスチ ツヅッデゾッダコデスソ スシゾサコヅネテ トサ ツヅッザタスツバダスチサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ
ゾサトサゾパヅネデセテ ゲ ジスチ ツヅッデケタゼスソ スシゾサコヅネテ シソサ ドツッシヅサナゲ トセテ デパダザサデセテ. ゎ スシシパセデセ デドダダストッニゲテ
スツソデトヅケナストサソ デトッチ サチグジッニッ ダス トセチ ツヅッデゾバダソデセ トセテ スシシパセデセテ ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ ゾサソ デトッドテ タッソツッパテ
ツヅッデナケヅッチトステ スチトバテ トスデデグヅネチ (4) セダスヅヒチ サツバ トセチ ゾッソチッツッコセデセ デス サドトッパテ スコトス トセテ ッヅソデトソゾゲテ
サツバナサデセテ ツスヅコ サツバヅヅソヌセテ トセテ ツヅッデナッヅグテ トッドテ サツバ トサ スツバダスチサ デトグジソサ トセテ ジソサジソゾサデコサテ サチグゼスデセテ
スコトス トセテ ッヅソデトソゾゲテ サツバナサデセテ ゾサトサゾパヅネデセテ トセテ デパダザサデセテ ゾサソ スナほバデッチ ジスチ ケニスソ サデゾセゼスコ ケチジソゾッ ダケデッ ゲ
ケニスソ ツサヅケタゼスソ グツヅサゾトセ セ ツヅッゼスデダコサ グデゾセデゲ トッド ゲ ケニスソ シコチスソ ツサヅサコトセデセ サツバ サドトバ.

よゥわゥィ 4ッ

4.1 るソサジソゾサデコサ サツッデナヅグシソデセテ ツヅッデナッヅヒチ
ィ るソサシネチソデダバテ ゼサ ジソスヂサニゼスコ ダス ゾヅソトゲヅソッ ゾサトサゾパヅネデセテ トセチ ツヅッデナッヅグ ダス トセ ニサダセタバトスヅセ トソダゲ ゾサソ
デパダナネチサ ダス バデサ サチサナケヅッチトサソ デトッ ツサヅバチ トスパニッテ ツヅッゾゲヅドヂセテ.
ゎ サヅダバジソサ スツソトヅッツゲ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ ツヅッザサコチスソ デトセチ ケチサヅヂセ トセテ ジソサジソゾサデコサテ
サツッデナヅグシソデセテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ トセチ セダスヅッダセチコサ ゾサソ ヒヅサ ツッド ッヅコズストサソ サツバ トセ デニストソゾゲ ジソサゾゲヅドヂセ.
イヅッデナッヅケテ ツッド ドツッザグタタッチトサソ デトッ ツサヅサツグチネ バヅシサチッ ダストグ トセチ タゲヂセ トセテ ツヅッゼスデダコサテ ゾサトグゼスデセテ
ツヅッデナッヅヒチ,  ジスチ サツッデナヅサシコズッチトサソ サタタグ ツサヅサジコジッチトサソ デトセチ ォツセヅスデコサ シソサ スツソデトヅッナゲ, ネテ
スゾツヅバゼスデダステ.
ゎ サツッデナヅグシソデセ シコチストサソ ネテ スヂゲテ: ゎ サツッデナヅグシソデセ トネチ ツヅッデナッヅヒチ シコチストサソ トセチ セダケヅサ ゾサソ ヒヅサ
ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ, スチヒツソッチ トセテ サヅダバジソサテ れツソトヅッツゲテ よヂソッタバシセデセテ. ゑサトグ トセチ サツッデナヅグシソデセ
トネチ ナサゾケタネチ ツヅッデナッヅヒチ ダツッヅッパチ チサ ツサヅコデトサチトサソ ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッソ トネチ ジソサシネチソズッダケチネチ,
スナバデッチ トッ スツソゼドダッパチ.
りソサ トセチ サツッデナヅグシソデセ トネチ ツヅッデナッヅヒチ ソデニパッドチ トサ スヂゲテ:
サ) よツッデナヅサシコズストサソ ッ ゾドヅコネテ ナグゾスタッテ.
ザ) よツッデナヅサシコズッチトサソ, ダッチッシヅグナッチトサソ ッソ ナグゾスタッソ トネチ るソゾサソッタッシセトソゾヒチ ゾサソ ッソ エスニチソゾケテ イヅッデナッヅケテ
ゾサトグ ナパタタッ サツバ バタサ トサ ダケタセ トセテ れツソトヅッツゲテ るソスチケヅシスソサテ ゾサソ よヂソッタバシセデセテ.
シ) ィソ ドツッナグゾスタッソ トネチ ィソゾッチッダソゾヒチ イヅッデナッヅヒチ ジスチ サツッデナヅサシコズッチトサソ サタタグ µッチッシヅグナッチトサソ, ゾサソ
トッツッゼストッパチトサソ デス チケッ スチソサコッ ナグゾスタッ ッ ッツッコッテ スツコデセテ デナヅサシコズストサソ, ドツッシヅグナストサソ サツバ トセチ れツソトヅッツゲ
ゾサソ ナドタグデデストサソ. ィ ナグゾスタッテ トセテ ッソゾッチッダソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ ゼサ サツッデナヅサシソデゼスコ ダストグ トセチ サツッジッニゲ トネチ
ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ ゾサソ トセテ トスニチソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ ゾサソ トセテ デニストソゾゲテ スソジッツッコセデセテ シソサ トセチ サゾヅソザゲ
セダスヅッダセチコサ ゾサソ ヒヅサ, サツバ トセチ スツソトヅッツゲ ジソスチケヅシスソサテ ツヅッテ トッドテ デドダダストケニッチトステ.
ィソ ナグゾスタッソ トネチ ッソゾッチッダソゾヒチ ツヅッデナッヅヒチ サツッデナヅサシコズッチトサソ スコトス トセチ コジソサ ダケヅサ スコトス  トセチ セダスヅッダセチコサ ゾサソ
ヒヅサ ツッド シチネデトッツッソスコトサソ デトッドテ ツヅッデナケヅッチトステ サツバ トセチ れツソトヅッツゲ ゾサソ シソサ バデステ ツヅッデナッヅケテ ゾヅコゼセゾサチ
サツッジスゾトケテ サツバ トセチ サヂソッタバシセデセ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ トッドテ ゾサソ トネチ デトッソニスコネチ トセテ トスニチソゾゲテ ツヅッデナッヅグテ
トッドテ. ゎ れツソトヅッツゲ ゼサ デドシゾスチトヅヒデスソ ゾサソ ゼサ サヂソッタッシゲデスソ トソテ ツヅッデナッヅケテ ダス ゾヅソトゲヅソッ ゾサトサゾパヅネデセテ トセ
ニサダセタバトスヅセ トソダゲ, スナバデッチ セ ツヅッデナッヅグ ダス トッ ニサダセタバトスヅッ トコダセダサ, ゾサトグ トセチ サツバタドトセ ゾヅコデセ トセテ
トヅソダスタッパテ スツソトヅッツゲテ, ゾサタパツトスソ トソテ トスニチソゾケテ ツヅッジソサシヅサナケテ トセテ ツサヅッパデサテ サツバナサデセテ ゾサソ トソテ
サツサソトゲデスソテ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ デドダダストッニゲテ.
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ゑサトグ トッ グチッソシダサ トネチ ッソゾッチッダソゾヒチ ツヅッデナッヅヒチ シコチストサソ サチサゾッコチネデセ トネチ トソダヒチ.
ゃデステ ツヅッデナッヅケテ ジスチ ゾヅコゼセゾサチ  サツッジスゾトケテ  サツバ グツッヌセ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ ゾサソ トセテ トスニチソゾゲテ
ツヅッデナッヅグテ ジスチ サツッデナヅサシコズストサソ ッ ナグゾスタッテ トセテ ッソゾッチッダソゾゲテ トッドテ ツヅッデナッヅグテ  サタタグ スツソデトヅケナストサソ
デトッドテ ツヅッデナケヅッチトステ.
ゑサトグ トセチ セダスヅッダセチコサ ジソスチケヅシスソサテ トッド るソサシネチソデダッパ ッソ ツサヅスドヅソデゾバダスチッソ タサダザグチッドチ シチヒデセ ダバチッ トネチ
デドダダストスニバチトネチ デトッ ジソサシネチソデダバ ゾサソ デトセチ デドチケニスソサ サツッニネヅッパチ.
ゃデッソ サツバ トッドテ ドツッヌゲナソッドテ よチサジバニッドテ スツソゼドダッパチ, ダツッヅッパチ チサ ツタセヅッナッヅセゼッパチ トッ ツスヅソスニバダスチッ トネチ
グタタネチ ツヅッデナッヅヒチ パデトスヅサ サツバ サコトセダグ トッドテ ゾサソ デニストソゾゲ スソジッツッコセデゲ トッドテ サツバ トセチ サヅダバジソサ れツソトヅッツゲ.
ゎ スヂケトサデセ トネチ ツヅッデナッヅヒチ ゼサ シコチスソ ニネヅコテ サツッダグゾヅドチデセ トッドテ サツバ トッ ニヒヅッ トセテ よチサゼケトッドデサテ よヅニゲテ
ゾサソ ニネヅコテ チサ スツソトヅケツストサソ セ ナネトッサチトソシヅサナゲ.
ゑサトグ トセチ スヂケトサデセ トネチ ナサゾケタネチ, セ れツソトヅッツゲ ダツッヅスコ, ジソサ トッド ェドチトッチソデトゲ サドトゲテ, チサ ゾサタケデスソ
ッツッソッチジゲツットス サツバ トッドテ ジソサシネチソズッダケチッドテ チサ ジヒデスソ ジソスドゾヅソチコデスソテ スツコ トネチ デトッソニスコネチ ツッド ケニスソ ゲジセ
ドツッザグタスソ, ダス トッチ トヅバツッ ツッド ゼサ トッド ドツッジスソニゼスコ. ゎ れツソトヅッツゲ よヂソッタバシセデセテ, サナッパ ダスタストゲデスソ ニネヅソデトグ トセ
ゾグゼス ツヅッデナッヅグ, ゼサ デドチトグヂスソ ツヅサゾトソゾバ ダス トッドテ デドダダストケニッチトステ ツッド ッソ ツヅッデナッヅケテ トッドテ ケニッドチ ゾヅソゼスコ
サツッジスゾトケテ.
イサヅスゾゾタコデスソテ サツバ トソテ トスニチソゾケテ ツヅッジソサシヅサナケテ トッド ジソサシネチソデダッパ ゾサソ トサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ デドダダストッニゲテ ジスチ
スコチサソ ジスゾトケテ.
りソサ バタステ トソテ スチケヅシスソケテ トセテ セ スツソトヅッツゲ ゼサ デドチトグヂスソ ツヅサゾトソゾグ バツッド ゼサ サチサタパッチトサソ ッソ サツッナグデスソテ トセテ.
4.2 よツバヅヅソヌセ イヅッデナッヅヒチ:
ェトッ ジソサシネチソデダバ シコチッチトサソ ジスゾトケテ ッソ ツヅッデナッヅケテ ツッド スコチサソ デパダナネチステ ダス バタッドテ トッドテ バヅッドテ, トソテ
ツヅッハツッゼケデスソテ ゾサソ トソテ ツヅッジソサシヅサナケテ トセテ イヅッゾゲヅドヂセテ .
れツソツヅバデゼストサ , デパダナネチサ ダス トサ ッヅソズバダスチサ デトセチ ツサヅッパデサ, サツッヅヅコツトストサソ ツヅッデナッヅグ ツッド:
スコチサソ サバヅソデトセ ゲ サチスツコジスゾトセ スゾトソダゲデスネテ, ツスヅソケニスソ スタタソツゲ ゲ サチサゾヅソザゲ デトッソニスコサ ゲ/ゾサソ サソヅケデスソテ, ケニスソ
ヂパデダサトサ, デザセデコダサトサ, ツヅッデゼゲゾステ , ジソッヅゼヒデスソテ ツッド ゾサゼソデトッパチ サデサナゲ トセチ ツヅッデナッヅグ ゾサトグ トセチ ゾヅコデセ
トッド ッヅシグチッド サヂソッタバシセデセテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ, ジスチ ツスヅソタサダザグチスソ ダス デサナゲチスソサ トセ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ,
スナほ バデッチ ジスチ ツサヅサデニスゼッパチ ズセトセゼスコデステ ジソスドゾヅソチゲデスソテ, デトセチ サヅダバジソサ スツソトヅッツゲ るソサシネチソデダッパ,
サツットスタスコ サチトソツヅッデナッヅグ ゲ トヅッツッツッコセデセ トセテ ツヅッデナッヅグテ ゲ ツヅバトサデセ ツッド ゾサトグ トセチ ゾヅコデセ トセテ
よチサゼケトッドデサテ よヅニゲテ スヂッダッソヒチストサソ ダス サチトソツヅッデナッヅグ,
サツットスタスコ スチサタタサゾトソゾゲ ツヅッデナッヅグ, スコトス デトッ デパチッタバ トセテ, スコトス デトサ スツソダケヅッドテ トダゲダサトサ トッド ケヅシッド,
サナッヅグ デス ダケヅッテ ダバチッチ トッド ケヅシッド, ゾサソ ジスチ ゾサタパツトスソ トッ デパチッタッ トネチ ズセトッドダケチネチ ドツセヅスデソヒチ,
ジスチ ケニスソ デドチトサニゼスコ ゾサソ ドツッザタセゼスコ , デパダナネチサ ダス トッ ツヅッザタスツバダスチサ デトサ デニストソゾグ ゾスナグタサソサ トセテ
ツサヅッパデサテ,
ジスチ ツスヅソタサダザグチスソ トサ ツヅッザタスツバダスチサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ,
セ ッソゾッチッダソゾゲ ツヅッデナッヅグ ドツスヅザサコチスソ トッチ ツヅッハツッタッシソデダバ トッド ケヅシッド,
ツサヅッドデソグズスソ ゾサトグ トセチ サソトソッタッシセダケチセ ゾヅコデセ トセテ れツソトヅッツゲテ るソスチケヅシスソサテ トッド るソサシネチソデダッパ ッドデソヒジスソテ
サツッゾタコデスソテ サツバ トッドテ バヅッドテ ゾサソ トソテ ツヅッジソサシヅサナケテ トセテ ツサヅッパデサテ ツヅッゾゲヅドヂセテ,
ジスチ スコチサソ デパダナネチセ ダス トッドテ スツコ ダケヅッドテ ドツッニヅスネトソゾッパテ バヅッドテ トセテ ツサヅッパデサテ, バツッド サドトッコ サチサナケヅッチトサソ.
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4.3 ゎ れツソトヅッツゲ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ, ダス サソトソッタッシセダケチセ シチネダッジバトセデゲ トセテ, ダツッヅスコ チサ
ツヅットスコチスソ:
サ) ゑサトサゾパヅネデセ シソサ トセチ ズセトッパダスチセ ツサヅッニゲ ドツセヅスデコサテ.
ザ) んサトサコネデセ トセテ ジソサジソゾサデコサテ ゾサソ スツサチグタセヌゲ トセテ ダス トッドテ コジソッドテ ゲ
トヅッツッツッソセダケチッドテ バヅッドテ ゾサソ ツヅッジソサシヅサナケテ.
シ) んサトサコネデセ トセテ ジソサジソゾサデコサテ ゾサソ ツヅッデナドシゲ デトセ ジソサジソゾサデコサ ジソサツヅサシダグトスドデセテ
バトサチ デドチトヅケニスソ タバシッテ スツスコシッチトッテ ツッド ジスチ ッナスコタストサソ デス ドツサソトソバトセトサ トセテ
ドツセヅスデコサテ.
4.4 ェス ツスヅコツトネデセ  ツッド  デトセ  ジソサジソゾサデコサ  ドツッザタゲゼセゾス ダバチッ  ダコサ  ツヅッデナッヅグ  ゲ  ダバチッ  ダコサ
ツサヅサジスゾトゲ ツヅッデナッヅグ トッ をエァカ ダツッヅスコ チサ ダサトサソヒデスソ トッ るソサシネチソデダバ, ゲ チサ ダセチ ダサトサソヒデスソ トッ
るソサシネチソデダバ サチ ゾヅコチスソ バトソ ゼサ ドツッデトスコ ズセダコサ サツバ トセ ダサトサコネデゲ トッド.
4.5 エセチ トスタソゾゲ サツバナサデセ ツスヅコ ダサトサコネデセテ ゲ デドチケニソデセテ トッド るソサシネチソデダッパ タサダザグチスソ セ をソダスチソゾゲ
れツソトヅッツゲ トッド をエァカ.
4.6 りソサ トッ  サツットケタスデダサ トセテ  ジソサジソゾサデコサテ トッ をエァカ スチセダスヅヒチスソ バタッドテ トッドテ ツヅッデナケヅッチトステ, ツッド セ
ツヅッデナッヅグ トッドテ ケニスソ ゾヅソゼスコ トドツソゾグ ツサヅサジスゾトゲ ダス トセチ サツッジッニゲ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ ゾサソ トセテ トスニチソゾゲテ
ツヅッデナッヅグテ, ダス トセチ ゾッソチッツッコセデセ デス サドトッパテ トセテ サツバナサデセテ トセテ をソダスチソゾゲテ れツソトヅッツゲテ, ダス ゾグゼス
ツヅバデナッヅッ ダケデッ, ツニ トセタスッダッソットドツコサ.
よゥわゥィ 5ッ るソサジソゾサデコサ シソサ トセチ ゾサトサゾパヅネデセ
1. んストグ トセチ サヂソッタバシセデセ トネチ ツヅッデナッヅヒチ ゾサソ トセチ スツソタッシゲ サツバ トセチ をソダスチソゾゲ れツソトヅッツゲ トッド
«ツヅッデネヅソチッパ サチサジバニッド», トッ をエァカ スソジッツッソスコ スシシヅグナネテ トッチ ツヅッデナケヅッチトサ, デトッチ ッツッコッ ツヅバゾスソトサソ チサ
シコチスソ セ ゾサトサゾパヅネデセ, チサ ドツッザグタスソ スチトバテ ツヅッゼスデダコサテ  15 セダスヅヒチ サツバ トセチ ゾッソチッツッコセデセ トセテ デニストソゾゲテ
ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ デス サドトバチ, トサ ツヅネトバトドツサ ゲ サチトコシヅサナサ [ツッド スゾジコジッチトサソ デパダナネチサ ダス トソテ
ジソサトグヂスソテ トッド グヅゼヅッド 1 トッド チ. 4250/2014 (よ` 74)]  バタネチ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ ツッド ナサコチッチトサソ デトッ
ツサヅグヅトセダサ り, デス デナヅサシソデダケチッ ナグゾスタッ. エサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ ゾサトサゾパヅネデセテ サツッジスソゾチパッドチ トセチ ツタゲヅネデセ
トネチ ゾヅソトセヅコネチ トセテ ツサヅッパデサテ,  ゾサトグ トッチ ニヅバチッ トセテ ゾッソチッツッコセデセテ トセテ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ トッド
ツヅヒトッド スジサナコッド.
2. ゎ ジソサツコデトネデセ トセテ スダツヅバゼスデダセテ ドツッザッタゲテ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ ゾサゼヒテ ゾサソ トセテ ツタセヅバトセトグテ トッドテ
ゼサ シコチスソ サツバ トセチ れツソトヅッツゲ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ, セ ッツッコサ スソデセシスコトサソ デトッ バヅシサチッ ツッド スコチサソ
サヅダバジソッ チサ ドツッシヅグヌスソ トセ デパダザサデセ, ッツバトス ゾサソ セ ゾサトサゾパヅネデセ シコチストサソ ッヅソデトソゾゲ.
ゎ サツバナサデセ ッヅソデトソゾッツッコセデセテ トセテ ゾサトサゾパヅネデセテ サチサゾッソチヒチストサソ デトッチ ツヅッデナケヅッチトサ デトッチ ッツッコッ ケシソチス
セ ゾサトサゾパヅネデセ. ゎ コジソサ サツバナサデセ サチサゾッソチヒチストサソ ゾサソ デトッドテ タッソツッパテ ツヅッデナケヅッチトステ, ツッド ドツケザサタサチ
ツサヅサジスゾトゲ ツヅッデナッヅグ.
3 んス トセチ スツソナパタサヂセ トネチ ジソサトグヂスネチ ツッド ツヅッザタケツッドチ サチグゾタセデセ トセテ ゾサトサゾパヅネデセテ, セ
デパダザサデセ ゼスネヅスコトサソ バトソ デドチグナゼセゾス ダス トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ. エッ ケシシヅサナッ トセテ デパダザサデセテ ツッド
ドツッシヅグナストサソ ケニスソ デドデトサトソゾバ ニサヅサゾトゲヅサ. ィ ツヅッデナケヅネチ デトッチ ッツッコッ ゾサトサゾドヅヒチストサソ ッ
ジソサシネチソデダバテ サツッゾトグ ジソゾサソヒダサトサ サツバ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ デパダザサデセテ ゾサソ デス ゾグゼス ツスヅコツトネデセ ジスチ
ゼスダスタソヒチスソ ゾサチケチサ サツッタパトネテ ジソゾサコネダサ サツバ トセチ ゾサトサゾパヅネデセ デス サドトバチ, トッド サツットスタケデダサトッテ トッド
ジソサシネチソデダッパ, デス ツスヅコツトネデセ ダセ ドツッシヅサナゲテ トセテ デパダザサデセテ.
4 ェス ツスヅコツトネデセ ツッド ッ スツソタスシスコテ ジスチ ツヅッデケタゼスソ シソサ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ デパダザサデセテ ゲ ジスチ
ツヅッデゾッダコデスソ トサ サチサシゾサコサ ケシシヅサナサ & ジソゾサソッタッシセトソゾグ ゾサソ トセチ スシシパセデセ ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ スチトバテ トセテ
トサニゼスコデサテ ツヅッゼスデダコサテ, トッ をエァカ ダストグ サツバ シチネダッジバトセデセ トセテ れツソトヅッツゲテ ジソスチスヅシスコサテ トッド
ジソサシネチソデダッパ サチサゾサタスコ トセチ ツヅッデネヅソチゲ ゾサトサゾパヅネデセ ゾサソ ッ スツソタスシスコテ ゾセヅパデデストサソ ケゾツトネトッテ.

ΑΔΑ: ΩΧΠΖΟΡΕ4-ΕΩ0



よァよゥエゎエれよ ェエィ るゐよるゐゑエォィ

[Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  Λ Τ Ν Χ : Δ ι α γ .Α ν ά δ ε ι ξ η ς  Α ν α δ ό χ ο υ  Π α ρ ο χ ή ς  Υ π ηρ ε σ ι ώ ν  Φ ύ λ α ξ η ς  Λ . Σ ο ύ δ α ς  (ISPS)Σ ε λ ί δ α 15

よゾッタッパゼネテ トッ をエァカ スナバデッチ トッ ゾヅコチスソ デゾバツソダッ, ダツッヅスコ チサ ゾサトサゾドヅヒデスソ ツヅッデネヅソチグ トセ デパダザサデセ
デトッチ ツヅッデナケヅッチトサ ツッド  ドツケザサタス トセチ サダケデネテ スツバダスチセ ゾサトグ  デスソヅグ サヂソッタバシセデセテ ツヅッデナッヅグ ゾサソ
スツサチサタサダザグチスソ トセ ジソサジソゾサデコサ サチサゾッコチネデセテ トセテ ゾサトサゾパヅネデセテ. れグチ ゾサソ ッ スツバダスチッテ ツヅッデナケヅネチ ジスチ
ツヅッデゾッダコデスソ スダツヅバゼスデダサ, ゾサトグ トサ サチネトケヅネ, トサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ ゲ/ゾサソ トセチ スシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ
ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ, トッ をエァカ ダツッヅスコ チサ サチサゾサタケデスソ ゾサソ ツグタソ トセチ ツヅッデネヅソチゲ ゾサトサゾパヅネデセ ゾサソ チサ
スツサチサタグザスソ トセチ コジソサ ジソサジソゾサデコサ ダス トッチ スツバダスチッ ゲ トッドテ スツバダスチッドテ ジソサジッニソゾグ ツヅッデナケヅッチトステ.
5 ゎ デパダザサデセ デドチトグデデストサソ デトセチ れタタセチソゾゲ シタヒデデサ ゾサソ セ サタタセタッシヅサナコサ ダケニヅソ トセチ ッタッゾタゲヅネデセ
トセテ ツヅッダゲゼスソサテ シコチストサソ スツコデセテ デトセチ れタタセチソゾゲ シタヒデデサ.

よゥわゥィ 6ッ れチデトグデスソテ
ゑサトグ トセテ ツヅッゾゲヅドヂセテ トッド デニストソゾッパ ジソサシネチソデダッパ, トセテ デドダダストッニゲテ ドツッヌセナコッド デス サドトバチ ゾサソ トセテ

ジソスチケヅシスソグテ トッド, ケネテ ゾサソ トセチ ゾサトサゾドヅネトソゾゲ サツバナサデセ, スツソトヅケツストサソ ケチデトサデセ シソサ タバシッドテ チッダソダバトセトサテ
ゾサソ ッドデコサテ. んス トセチ ケチデトサデセ ツッド サデゾスコトサソ ゾサトグ トセテ ゾサトサゾドヅネトソゾゲテ サツバナサデセテ スツソトヅケツストサソ ゾサソ セ
ツヅッザッタゲ タバシネチ ツッド サナッヅッパチ トセチ ツタセヅバトセトサ ゾサソ チッダソダバトセトサ トネチ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ, トサ ッツッコサ
ツヅッデゾッダコズスソ ッ ツヅッデナケヅネチ ツヅッテ トッチ ッツッコッチ ツヅバゾスソトサソ チサ シコチスソ セ ゾサトサゾパヅネデセ. ゎ ドツッザッタゲ ケチデトサデセテ
サツバ ゾグゼス スチジソサナスヅバダスチッ, ツヅサシダサトッツッソスコトサソ デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トッド グヅゼ. 15 トッド イ.る. 118/2007.
りソサ トッ ツサヅサジスゾトバ トセテ グデゾセデセテ ケチデトサデセテ デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トッド サチネトケヅネ グヅゼヅッド,
ツヅッデゾッダコズストサソ ツサヅグザッタッ ゾサトグゼスデセテ ドツケヅ トッド るセダッデコッド ツッデッパ コデッド ダス トッ 0,10 スツコ トッソテ スゾサトバ
(0,10%) スツコ トッド ツヅッハツッタッシソデダッパ トッド ケヅシッド, トッ パヌッテ トッド ッツッコッド ジスチ ダツッヅスコ チサ スコチサソ ダソゾヅバトスヅッ トネチ
ニソタコネチ (1.000 俉) ゾサソ ダスシサタパトスヅッ トネチ ツケチトス ニソタソグジネチ (5.000 俉) スドヅヒ. ィソ スチジスニバダスチステ スチデトグデスソテ ツッド ゼサ
サデゾセゼッパチ スヂストグズッチトサソ ザグデスソ トッド グヅゼ. 15 トッド イ.る. 118/2007.
よゥわゥィ 7ッ

エッチ よチグジッニッ ザサヅパチッドチ, バタステ ッソ チバダソダステ ゾヅサトゲデスソテ, スチジスソゾトソゾグ:
イサヅサゾヅサトッパダスチッテ オバヅッテ 8% イサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ ァ.2238/94 (オれゑ 151サ/94),
ゑヅグトセデセ ドツケヅ サヅニゲテ るセダッデコネチ デドダザグデスネチ  0,10 % ,
ゑヅグトセデセ カサヅトッデゲダッド 3% スツコ トセテ ゾヅグトセデセテ ドツケヅ サヅニゲテ るセダッデコネチ ェドダザグデスネチ ゾサソ ィりよ
ニサヅトッデゲダッド 20% スツコ トッド ツヅッセシッドダケチッド ニサヅトッデゲダッド, ゲ バツネテ ゼサ ソデニパッドチ ゾサトグ トッ ニヅバチッ
ツタセヅネダゲテ スゾグデトッド スチトグタダサトッテ. るセタサジゲ, デス ツスヅコツトネデセ ダストサザッタゲテ トセテ チッダッゼスデコサテ ツッド
サナッヅグ トソテ ゾヅサトゲデスソテ, ッ サチグジッニッテ ゼサ スツソザサヅドチゼスコ トサ ッヅソズバダスチサ デトセチ チッダッゼスデコサ サドトゲ.
ェス ツスヅコツトネデセ ツッド ッ よチグジッニッテ スツソゼドダスコ チサ ゾサトサトコゼストサソ セ スツソトサシゲ ツタセヅネダゲテ デス タッシサヅソサデダバ
トッド, ゼサ スツソザサヅパチストサソ ダス トサ ケヂッジサ スダザグデダサトッテ デトセチ トヅグツスズサ トセテ スツソタッシゲテ トッド.

よゥわゥィ 8ッ らスザサコネデセ ツサヅスニバダスチネチ ォツセヅスデソヒチ- トヅバツッテ ツタセヅネダゲテ
H スゾトケタスデセ トネチ ツサヅスニバダスチネチ ドツセヅスデソヒチ デパダナネチサ ダス トソテ サツサソトゲデスソテ トセテ ォよ 4434.1/02/08 グヅゼヅッ 1,
トッド ァ. 3622/2007, ァ.4150/2013 ゾサソ トッド ソデニパッチトッテ   ェよをれ, ゼサ ツサヅサゾッタッドゼスコトサソ ゾサゼセダスヅソチグ サツバ トッチ
ォよをれ ゲ よ-ォよをれ.  ィ よチグジッニッテ, ジソサ トッド ッヅソデダケチッド ドツスドゼパチッド トッド (ゲ トッド サチサツタセヅネトゲ トッド デス
ツスヅコツトネデセ サツッドデコサテ トッド トサゾトソゾッパ サチサツタセヅネトゲ), ゼサ デドダツタセヅヒチスソ ゾサゼセダスヅソチグ トドツッツッソセダケチッ ケチトドツッ
(ザサヅジソッタバシソッ) ツッド ゼサ ツサヅサジコジストサソ デトッチ ォよをれ ゲ よ- ォよをれ. ェトッ ジスタトコッ サドトバ, スゾトバテ トネチ グタタネチ ゼサ
サチサナケヅッチトサソ ッチッダサデトソゾグ ッソ ナパタサゾステ, ッソ ザグヅジソステ ゾサソ ッソ ドツセヅスデコステ ツッド ツヅッデナケヅゼセゾサチ ゾサソ ッソ
スチジスニバダスチステ ツサヅサトセヅゲデスソテ ゲ ットソジゲツットス グタタッ ツヅケツスソ チサ タセナゼスコ ドツバヌセ サツバ トッチ ォよをれ (ツ.ニ. ろセダソケテ
デトセチ ツスヅコナヅサヂセ, ツスヅコスヅシステ ゾソチゲデスソテ ドツバツトネチ ゾタツ). エッ ケチトドツッ ゼサ ドツッシヅグナストサソ サツバ トッチ ォよをれ / よ-
ォよをれ ゾサソ トッチ ッヅソデダケチッ ォツスパゼドチッ トッド よチサジバニッド ゾサソ ゼサ スコチサソ トッ サツッジスソゾトソゾバ, ザグデセ トッド ッツッコッド セ
スツソトヅッツゲ ツサヅサタサザゲテ ゼサ ザスザサソヒチスソ, ダセチソサコネテ, トセチ ッヅゼゲ スゾトケタスデセ トセテ デパダザサデセテ ゾサソ サゾッタッパゼネテ ゼサ
シコチストサソ セ ダセチソサコサ トソダッタバシセデセ ゾサソ スヂバナタセデセ トネチ ツサヅサデニスゼケチトネチ ドツセヅスデソヒチ.
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ゎ ツタセヅネダゲ トッド サチサジバニッド ゼサ シコチストサソ ゾサトグ ダゲチサ. ェトッソニスコッ ツタセヅネダゲテ シソサ トッチ よチグジッニッ ゼサ スコチサソ トッ
デパチッタッ トネチ  セダスヅゲデソネチ トドツッツッソセダケチネチ ケチトドツネチ サチグ ダゲチサ  (ザサヅジソッタバシソッ) ツッド ツヅッサチサナケヅゼセゾス
ドツッシスシヅサダダケチッ ゾサゼケチサ サツバ サドトグ サツバ トッドテ サヅダバジソッドテ (ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ トッド よチサジバニッド ゾサソ
ォよをれ ゲ よ/ォよをれ トッド をエァカ), ツッド ゼサ サチサナケヅスソ トソテ ドツセヅスデコステ ツッド ツサヅサデニケゼセゾサチ. エッ トコダセダサ スコチサソ
サドトバ, ツッド ゼサ ツヅッゾパツトスソ サツバ トソテ ツサヅスニバダスチステ トサゾトソゾケテ ゾサソ ケゾトサゾトステ ドツセヅスデコステ トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ
ツスヅソバジッド ダストヅセダケチステ デス サチゼヅネツッヒヅステ, デパダナネチサ ダス トセチ スチソサコサ トソダゲ サチゼヅネツッヒヅサテ ツッド ゼサ ケニスソ
ドツッザグタタスソ ッ サチグジッニッテ ダス トセチ ツヅッデナッヅグ トッド.
りソサ トセチ ツタセヅネダゲ トッド ダセチソサコッド トソダゲダサトッテ ッ よチグジッニッテ ッナスコタスソ チサ ツヅッデゾッダコズスソ デトッ をエァカ: サ) エソダッタバシソッ
ゲ るスタトコッ イサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ ゲ グタタッ ナッヅッタッシソゾバ ツサヅサデトサトソゾバ デパダナネチサ ダス トセチ ソデニパッドデサ
チッダッゼスデコサ. ザ) よツッジスソゾトソゾバ ナッヅッタッシソゾゲテ スチセダスヅバトセトサテ. シ) よツッジスソゾトソゾバ サデナサタソデトソゾゲテ スチセダスヅバトセトサテ. ジ)
をコデトサ サデナグタソデセテ スヅシサズッダケチネチ ツッド サツサデニッタゲゼセゾサチ デトッ デドシゾスゾヅソダケチッ ケヅシッ ゾサトグ トッチ ツヅッセシッパダスチッ
ダゲチサ, スゾジッゼスコデサ サツバ トッチ サヅダバジソッ サデナサタソデトソゾバ ナッヅケサ ゾサソ (ス) サツッジスソゾトソゾバ ゾサトグゼスデセテ ダソデゼッジッデコサテ
デトッドテ サトッダソゾッパテ トヅサツスズソゾッパテ タッシサヅソサデダッパテ トネチ サツサデニッタセゼケチトネチ ドツサタタゲタネチ トッド, デトッ ケヅシッ トセテ
ナパタサヂセテ トセテ をソダスチソゾゲテ スシゾサトグデトサデセテ シソサ トセチ デドシゾスゾヅソダケチセ ツスヅコッジッ.
りソサ トッ サツサソトッパダスチッ ニヅッチソゾバ ジソグデトセダサ サツバ トセチ ケゾジッデセ トッド タッシサヅソサデダッパ ツタセヅネダゲテ トッド よチサジバニッド,
ダケニヅソ トセチ ゾサトサザッタゲ デス サドトバチ, トッド ツッデッパ トッド タッシサヅソサデダッパ サツバ トッチ をエァカ, ジスチ ジソゾサソッパトサソ ッ よチグジッニッテ
チサ スシスコヅスソ サヂコネデセ サツッズセダソヒデスネテ シソサ トセ ジソゾサソッタッシセダケチセ サドトゲ ゾサゼドデトケヅセデセ ツタセヅネダゲテ トッド.
ゎ ツタセヅネダゲ トッド よチサジバニッド ゼサ シコチストサソ ダス スツソトサシゲ エヅサツケズセテ れタタグジッテ, ダストグ トセチ ケゾジッデセ トネチ デニストソゾヒチ
ツサヅサデトサトソゾヒチ ゾサソ ジソゾサソッタッシセトソゾヒチ, トセチ ケゾジッデセ トネチ サツサヅサコトセトネチ サツッナグデスネチ, トッド デニストソゾッパ
ニヅセダサトソゾッパ スチトグタダサトッテ ツタセヅネダゲテ ゾサソ トセ ゼスヒヅセデゲ トッド サツバ トセチ サヅダバジソサ ドツセヅスデコサ (ツニ. れタスシゾトソゾバ
ェドチケジヅソッ, ゾタツ).
よゥわゥィ 9ッ ゑドヅヒデスソテ
1. イケヅサ サツバ トソテ ツヅッザタスツバダスチステ デトソテ ゾスコダスチステ ジソサトグヂスソテ, ゾドヅヒデスソテ デス ザグヅッテ トッド サチサジバニッド, トッ をエァカ
ケニスソ トッ ジソゾサコネダサ, タバシネ トセテ ソジソサコトスヅセテ デセダサデコサテ ツッド ケニスソ セ スナサヅダッシゲ トネチ ダケトヅネチ ゾサソ ジソサジソゾサデソヒチ
サデナサタスコサテ デトセ をソダスチソゾゲ れシゾサトグデトサデセ, デス ツスヅコツトネデセ ツッド ッ よチグジッニッテ ジスチ スゾトスタスコ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ
トッド, チサ スゾトスタケデスソ トソテ デニストソゾケテ スヅシサデコステ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ ゾサソ ナパタサヂセテ ダス ツヅッデネツソゾバ
トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ, ゲ チサ サチサゼケデスソ サドトケテ トソテ ドツセヅスデコステ サツ' スドゼスコサテ デス グタタッ スヅシッタグザッ,
ゾサトサタッシコズッチトサテ デス ザグヅッテ トッド よチサジバニッド トソテ デニストソゾケテ ジサツグチステ, ッソ ッツッコステ ゼサ スゾツコツトッチトサソ サツバ トッチ
サダケデネテ スツバダスチッ タッシサヅソサデダバ ツタセヅネダゲテ トッド よチサジバニッド ゲ ゾサソ サツバ トセチ スシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ ゾサタゲテ
スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ.
よゥわゥィ 10ッ イヅッハツッタッシソデダバテ:
ィ ツヅッハツッタッシソデダバテ トセテ ジサツグチセテ トッド ツサヅサツグチネ ジソサシネチソデダッパ サチケヅニストサソ デトッ ツッデバ トネチ 60.000,00
スドヅヒ, ダセ デドダツスヅソタサダザサチッダケチッド オ.イ.よ (ジセタサジゲ 73.800,00 スドヅヒ ダス オイよ)
よゥわゥィ 11ッ をッソツッコ バヅッソ:
1. んストグ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ デパダザサデセテ ッ よチグジッニッテ ジスチ ケニスソ ジソゾサコネダサ チサ スゾニネヅゲデスソ デス ッツッソッジゲツットス
トヅコトッ トサ ジソゾサソヒダサトサ ゾサソ ドツッニヅスヒデスソテ トッド, ッパトス チサ トヅッツッツッソゲデスソ トセチ ィダグジサ イヅッデネツソゾッパ トセテ ドツバ
サチグゼスデセ ドツセヅスデコサテ, ニネヅコテ トセチ ケシシヅサナセ デドシゾサトグゼスデセ トッド をエァカ.
2. ゑサチケチサテ サツバ トッドテ デドダダストケニッチトステ デトッチ ジソサシネチソデダバ ジスチ ダツッヅスコ デス ッツッソサジゲツットス ツスヅコツトネデセ チサ
スツソゾサタスデトスコ ツヅッナッヅソゾケテ サツサチトゲデスソテ ゲ ツヅッナッヅソゾケテ ツタセヅッナッヅコステ スゾ ダケヅッドテ トセテ ォツセヅスデコサテ.
3. イタセヅッナッヅコステ, ジコチッチトサソ デトサ トセタケナネチサ 28210-83230 ケネテ 45. よヅダバジソッテ ドツグタタセタッテ: ェツドヅソジグゾセ
ゥゲシソデデサ.
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4. エスパニセ ジソサゾゲヅドヂセテ ジコジッチトサソ デトッドテ スチジソサナスヅバダスチッドテ デトサ シヅサナスコサ トッド をソダスチソゾッパ エサダスコッド デトサ カサチソグ
ッジバテ イスヅコジッド 24, ザほ バヅッナッテ.
5. イヅッテ ジソスドゾバタドチデセ トネチ スチジソサナスヅッダケチネチ, トッ ゾスコダスチッ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ スコチサソ ゾサトサニネヅセダケチッ デトセチ
«るソサパシスソサ» ゾサソ デトセチ ソデトッデスタコジサ トッド をソダスチソゾッパ エサダスコッド ァッダッパ カサチコネチ, デトセチ セタスゾトヅッチソゾゲ ジソスパゼドチデセ
www.ltnx.gr.
ィソ スチジソサナスヅバダスチッソ ジスチ サツサタタグデデッチトサソ トセテ スドゼパチセテ ツサヅサタサザゲテ トッド ケチトドツッド トスパニッドテ トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ.
よゥわゥィ 12ッ
エサ イよゥよゥエゎんよエよ   よほ , らほ, りほ, るほ ゾサソ れ☂ サツットスタッパチ サチサツバデツサデトッ トダゲダサ トセテ ツサヅッパデサテ
ジソサゾゲヅドヂセテ.
りソサ バ,トソ ジスチ ツヅッザタケツストサソ デトセチ ツサヅッパデサ ジソサゾゲヅドヂセ, ソデニパッドチ ッソ ジソサトグヂスソテ トッド イ.る.118/2007 バツネテ
ソデニパスソ.

ィ  イゥィれるゥィェ をエァカ

んイゥィゑよをよゑゎェ ゑキァ/ァィェ
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イよゥよゥエゎんよ  よほ
よゐエゎェゎ ェォんんれエィカゎェ ゑよゐ ォイィらィをゎェ イゥィェオィゥよェ ェエィ るゐよりキァゐェんィ
れイゐをィりゎェ よァよるィカィォ
«イサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ オパタサヂセテ トネチ ニヒヅネチ ツッド ドツバゾスソチトサソ デトソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド ゾヒジソゾサ ISPS
トッド をソダケチサ ェッパジサテ サヅダッジソバトセトサテ をソダスチソゾッパ エサダスコッド ァ. カサチコネチ, シソサ ニヅッチソゾバ ジソグデトセダサ ダケニヅソ ジケゾサ
(10) ダセチヒチ»,

ォイィガゎオゐィェ よァよるィカィェ オィゥれよェ .................................................
イタゲヅセテ トコトタッテ:..................................................................................................
エサニドジヅッダソゾゲ るソスパゼドチデセ:...................................................................................
........................................................................................................................
エセタケナネチッ:........................
エセタスッダッソバトドツッ:............................
ゎタスゾトヅッチソゾバ トサニドジヅッダスコッ:........................

ァィんゐゑゎ んィゥオゎ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
( ァッダソゾバ ツヅバデネツッ, ゑッソチッツヅサヂコサ, ゾタツ)

ァィんゐんィェ れゑイゥィェキイィェ:
ィチッダサトスツヒチドダッ:...................................................................................
エセタケナネチッ:........................
エセタスッダッソバトドツッ:............................
ゎタスゾトヅッチソゾバ トサニドジヅッダスコッ:....................................................
ゎダスヅッダセチコサ:.............................

ォツッシヅサナゲ:...............................

ェナヅサシコジサ
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イよゥよゥエゎんよ ら☂ : «よァエゐゑれゐんれァィ-イゥィるゐよりゥよオれェ エゎェ ろゎエィォんれァゎェ イよゥィカゎェ ォイゎゥれェゐよェ»
ら.1. ェパダナネチサ ダス トソテ チッダッゼストソゾケテ ヅドゼダコデスソテ ツッド ケニッドチ ゼスデツソデトスコ デス るソスゼチケテ, ゑッソチットソゾバ ゾサソ

れゼチソゾバ れツコツスジッ デニストソゾグ ダス トッチ るソスゼチゲ ゑヒジソゾサ ISPS, ツヅケツスソ チサ ドツグヅニスソ デドチスニゲテ ダケヅソダチサ シソサ トセチ
サデナグタスソサ サツバ ケゾチッダステ スチケヅシスソステ ゾサトグ トネチ ツタッコネチ ゾサソ トネチ タソダスチソゾヒチ スシゾサトサデトグデスネチ ツッド トサ
ドツッジケニッチトサソ ゾサソ トサ スヂドツセヅストッパチ.

りソサ トッ タバシッ サドトバ ドツグヅニスソ  ェニケジソッ よデナグタスソサテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ (ェよをれ) ェッパジサテ
サヅダッジソバトセトサテ をエァカ, トッ ッツッコッ スシゾヅコゼセゾス ゾサソ サチサゼスネヅスコトサソ デパダナネチサ ダス トセチ ゾスコダスチセ チッダッゼスデコサ. ェス
サドトバ, ツスヅソシヅグナッチトサソ サツバ トッチ デドチトグゾトセ トッド ォツスパゼドチッ よデナグタスソサテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ (ォよをれ ゲ
よ/ォよをれ), バタサ トサ サツサソトッパダスチサ ダケトヅサ, ダケデサ ゾサソ ジソサジソゾサデコステ デトッ ツタサコデソッ スナサヅダッシゲテ トセテ チッダッゼスデコサテ
ツッド サナッヅグ トッチ ゾヒジソゾサ ISPS.

よチトソゾスコダスチッ トセテ ズセトッパダスチセテ ツサヅッニゲテ ォツセヅスデコサテ サツバ トセチ ツサヅッパデサ ジソサゾゲヅドヂセ, スコチサソ セ
サチグジスソヂセ サチサジバニッド シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ェッパジサテ
サヅダッジソバトセトサテ をエァカ, デパダナネチサ ダス トサ ッヅソズバダスチサ デトッチ ァ.3622/2007, ァ.4150/2013 ゾサソ イる 56/2004
バツネテ トヅッツッツッソゲゼセゾス ゾサソ ソデニパスソ, デトセチ ォツッドヅシソゾゲ よツバナサデセ 4431.1/02/08 (オれゑ 1877/ザほ)  ゾサソ デトッ
スゾグデトットス ソデニパッチ ェよをれ ェッパジサテ ゾサトグ ISPS, シソサ:

トッチ ケタスシニッ ツヅバデザサデセテ ツヅッデヒツネチ, ッニセダグトネチ ゾサソ サチトソゾスソダケチネチ デトッドテ ニヒヅッドテ トセテ スチ タバシネ
をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ (をれ),
トセチ スツソトゲヅセデセ トネチ ニヒヅネチ トセテ スチ タバシネ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ (をれ) ダス トセチ ザッゲゼスソサ, バツッド
サツサソトスコトサソ, スソジソゾヒチ ッツトソゾヒチ ゾサソ グタタネチ デドデゾスドヒチ ゲ デドデトセダグトネチ, ゾサゼヒテ ゾサソ トセチ ジソスチケヅシスソサ
ツスヅソツッタソヒチ,
トセチ ゾサトサシヅサナゲ ゾサソ トゲヅセデセ トネチ サツサソトッパダスチネチ ザソザタコネチ,
トセチ ジソスチケヅシスソサ スソジソゾヒチ シドダチサデコネチ デパダナネチサ ダス トッ ェよをれ ゾサソ トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ ェッパジサテ,
トセチ サチサナッヅグ ケゾトサゾトネチ ツスヅソデトサトソゾヒチ デトッチ ォよをれ ゲ デトセチ るソッコゾセデセ トセテ スチ タバシネ をれ,
トセチ スナサヅダッシゲ トネチ ツソゼサチヒチ ッジセシソヒチ サツバ トッチ ドツスパゼドチッ ォよをれ ゾサソ トセチ るソッコゾセデセ トセテ をれ
ェッパジサテ ダス デゾッツバ トセチ スナサヅダッシゲ トッド スゾグデトットス ソデニパッチトッテ ェよをれ ゾサソ トセテ スゾグデトットス ソデニパッドデサテ
チッダッゼスデコサテ.

ゃタサ トサ ツサヅサツグチネ ゼサ ジソスチスヅシッパチトサソ ニネヅコテ チサ ツヅッゾサタッパチトサソ ゾサゼドデトスヅゲデスソテ デトセチ サツッザコザサデセ ゾサソ
スツソザコザサデセ スツソザサトヒチ, ッニセダグトネチ ゾサソ スダツッヅスドダグトネチ デトサ ツタッコサ ゾサゼヒテ ゾサソ ジソサトグヅサヂセ デトセチ スパヅドゼダセ
タスソトッドヅシコサ トセテ スチ タバシネ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ.
ら.2. れツコデセテ, タバシネ トセテ ツッタドツタッゾバトセトサテ トセテ タスソトッドヅシコサテ トネチ をソダスチソゾヒチ れシゾサトサデトグデスネチ, ジスチ スコチサソ
ジドチサトバチ チサ ツヅッザタスナゼッパチ ゾサソ チサ ツスヅソシヅサナッパチ バタサ トサ ツソゼサチグ ツスヅソデトサトソゾグ スゾトグゾトッド サチグシゾセテ デトセチ
ツサヅッパデサ ナグデセ. キテ スゾ トッパトッド スコチサソ ジドチサトバチ チサ サチサトスゼッパチ スヅシサデコステ デトッチ よチグジッニッ, ツッド サナッヅッパチ
トセチ サデナグタスソサ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ゾサソ スコチサソ デドチジスジスダケチステ ダス サドトグ トサ ツスヅソデトサトソゾグ.
よゾバダサ, ジパチサトサソ チサ トッド サチサトスゼッパチ ツサヅスダナスヅスコテ スヅシサデコステ デニストソゾケテ ダス トセ ナパタサヂセ バツネテ セ
ゾサトサシヅサナゲ デトッソニスコネチ ゲ ゾサソ ジソサジソゾサデソヒチ シソサ トセチ スコデツヅサヂセ トドニバチ トスタヒチ, スゾツサソジスパデスソテ,
ドツッニヅスネトソゾゲ デドダダストッニゲ トッド ツヅッデネツソゾッパ ナパタサヂセテ デス トッドタグニソデトッチ ダコサ グデゾセデセ ゾサソ 4 シドダチグデソサ,
バツネテ サドトバ ツヅッザタケツストサソ サツバ トセチ ゾスコダスチセ チッダッゼスデコサ (ゾサチッチソデダバ れゑ 725/2004, ゾタツ) ゾサソ バ,トソ グタタッ
デニストソゾバ ダス トセチ サデナグタスソサ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ゾサソ トネチ ツスヅソッドデソサゾヒチ トセテ デトッソニスコネチ
ズセトセゼスコ サツバ トッチ ォよをれ ゲ/ゾサソ トセ るソッコゾセデセ トッド をエァカ. ェドチスツヒテ セ シチヒデセ トッド サチサジバニッド デトソテ
ゾスコダスチステ ジソサトグヂスソテ シソサ トセチ サデナグタスソサ トネチ タソダスチソゾヒチ スシゾサトサデトグデスネチ ゾサソ セ デニストソゾゲ スゾツサコジスドデセ トッド
ツヅッデネツソゾッパ トッド, スコチサソ デセダサチトソゾゲ ゾサソ ッドデソサデトソゾゲ シソサ トセチ スツソトドニゲ ドタッツッコセデセ トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ
ツサヅッニゲテ ォツセヅスデコサテ.
ら.3. ゎ ナパタサヂセ トネチ ッヅソデダケチネチ デセダスコネチ ゾサソ トネチ ニヒヅネチ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ェッパジサテ
サヅダッジソバトセトサテ を.エ.ァ.カ., ゾサゼヒテ ゾサソ ッソ ツスヅソツッタコステ ゼサ シコチッチトサソ サツバ トッ ツヅッデネツソゾバ トッド よチサジバニッド
ツッド ゼサ ナケヅスソ デトッタゲ ゾサソ トッチ ツヅッザタスツバダスチッ スヂッツタソデダバ デパダナネチサ ダス トッチ ァ. 2518/97 (オれゑ 164よ)
ゾサソ ァ. 3707/08 バツネテ ゾグゼス ナッヅグ ソデニパッドチ ゾサゼヒテ ゾサソ: トセチ ォよ 4434.1/02/08/12.9.2008 (オれゑ
1877/ザ☂), トッチ ァ.3622/2007, トッチ ァ.4150/13, イる. 56/2004 ゾサソ トッ ソデニパッチ ェよをれ ェッパジサテ.
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ら.4. ゎ スツソトゲヅセデセ トネチ ニヒヅネチ ゼサ シコチストサソ ゾサゼセダスヅソチグ デパダナネチサ ダス トッ ゾサゼセダスヅソチバ ツヅバシヅサダダサ
ナパタサヂセテ ゾサゼほバタッ トッ スソゾッデソトストヅグネヅッ, デトソテ ゼケデスソテ トセテ スチ タバシネ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ゾサソ トソテ
ヒヅステ ツッド ッヅコズッチトサソ デス サドトバ, サチグタッシサ ダス トソテ スゾグデトットス サチグシゾステ デパダナネチサ ダス トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ.
ら.5. ィソ ゼケデスソテ ゾサソ ッソ ヒヅステ ナパタサヂセテ デパダナネチサ ダス トッ ツサヅバチ ツサヅグヅトセダサ ダツッヅッパチ チサ サタタグズッドチ ダス
スドゼパチセ トッド ォよをれ ゲ ゾサソ トセテ るソッコゾセデセテ トッド をエァカ デトサ ツタサコデソサ トッド シスチソゾッパ デドチバタッド
サチゼヅネツッネヅヒチ トッド サゾバタッドゼッド スチジスソゾトソゾッパ ツコチサゾサ.
ら.6. ィソ スチジスソゾトソゾケテ サツサソトゲデスソテ ゾサソ ゼケデスソテ ナパタサヂセテ, ゾサゼヒテ ゾサソ トサ サツサソトッパダスチサ デセダスコサ スタケシニッド
ツスヅソシヅグナッチトサソ デトッチ サゾバタッドゼッ ツコチサゾサ:

れチジスソゾトソゾゲ わケデセ れチジスソゾトソゾゲ カヅゲデセ れチジスソゾトソゾバテ よヅソゼダバテ
ナドタグゾネチ サチグ ザグヅジソサ

(1) ゑ.れ.よ ェドチスニゲテ シソサ バタッ トッ ジソグデトセダサ
トネチ 10 ダセチヒチ
(305 ダケヅステ カ 8 ヒヅステ ニ 3
ザグヅジソステ=7320 サチゼヅネツッヒヅステ)

1 グトッダッ

(2) イパタセ イッタドニヅセデトソゾッパ
(る ゲ れ バツッド サツサソトスコトサソ)

イヅネソチゲ ザグヅジソサ 65 ダケヅステ カ 8
ヒヅステ = 520 サチゼヅネツッヒヅステ
よツッシスドダサトソチゲ ザグヅジソサ 65
ダケヅステ カ 8 ヒヅステ = 520
サチゼヅネツッヒヅステ

1 グトッダッ

(3) イパタセ よるゥゐよ (れ) イスヅソデトサデソサゾグ :
(サ) ツヅネソチゲ ザグヅジソサ
5 ダケヅステ ニ 8 ヒヅステ =40
サチゼヅネツッヒヅステ
ゲ/ゾサソ
(ザ) サツッシスドダサトソチゲ ザグヅジソサ
5 ダケヅステ ニ 8 ヒヅステ =40
サチゼヅネツッヒヅステ

1 グトッダッ

(4)   をソダスチソゾゲ れシゾサトグデトサデセ んコサ グデゾセデセ ゾサソ 4 シドダチグデソサ =
40 サチゼヅネツッヒヅステ (デパダナネチサ
ダス トッチ ゾサチッチソデダバ れ.ゑ.
725/2004)

ゃタッ トッ ツヅッデネツソゾバ ツサヅッニゲテ
ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ

(5)   をソダスチソゾゲ れシゾサトグデトサデセ みゾトサゾトステ サチグシゾステ ツッド ジスチ
スコチサソ ジドチサトバチ チサ
ツヅッザタスナゼッパチ. よチゼヅネツッヒヅステ
80

1 ゲ/ゾサソ 2 グトッダサ

りれァゐゑィ ェォァィをィ
よァわゥキイィキゥキァ

8.560

ェセダスソヒチストサソ バトソ ッソ ツサヅサツグチネ ゼケデスソテ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ (1),(2),(3) ゾサソ (4) ゾサソ ッソ
スヂスソジソゾスドダケチステ サチグ ゼケデセ, サチグシゾステ トッド ツサヅサツグチネ ツコチサゾサ, スコチサソ ッソ スタグニソデトサ サツサソトッパダスチステ,
デパダナネチサ ダス トソテ ドツグヅニッドデステ デゲダスヅサ シチネデトケテ デドチゼゲゾステ ゾサソ スコチサソ スチジスソゾトソゾケテ シソサ タバシッドテ
デパシゾヅソデセテ ゾサソ サヂソッタバシセデセテ トネチ ツヅッデナッヅヒチ. ィソ ツヅサシダサトソゾケテ デドチゼゲゾステ ツサヅッニゲテ ナパタサヂセテ シソサ トセチ
サデナグタスソサ トネチ をソダスチソゾヒチ れシゾサトサデトグデスネチ スコチサソ ジドチサダソゾケテ ゾサソ ジスチ スコチサソ ジドチサトバチ チサ
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ツヅッデジソッヅソデトッパチ ツスヅソッヅソデトソゾグ デトセチ ツサヅッパデサ ナグデセ サチグ グトッダッ, サチゼヅネツッヒヅステ,  ゾサソ ゼケデセ
ナパタサヂセテ. ゑサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ ドタッツッコセデセテ トセテ デパダザサデセテ, セ ツサヅッニゲ ドツセヅスデコサテ ナパタサヂセテ ゼサ
ツヅッシヅサダダサトコズストサソ デス ジスゾサツスチゼゲダスヅセ ザグデセ デス デドチスヅシサデコサ ダス トッチ ォよをれ ゲ/ゾサソ トセチ るソッコゾセデセ トッド
をエァカ, ダス ジソゾサコネダサ トッド をエァカ ゲ/ゾサソ トッド ォよをれ バトサチ サチサタネゼッパチ ッソ サチゼヅネツッヒヅステ サツバ ダコサ サツバ トソテ
ツサヅサツグチネ (1) ケネテ (5) ゼケデスソテ, チサ ニヅセデソダッツッソセゼッパチ サチゼヅネツッヒヅステ デス  グタタセ ゼケデセ ゾサソ スコジッテ
ドツセヅスデコサテ ナパタサヂセテ. エッ シスチソゾバ グゼヅッソデダサ トネチ サチゼヅネツッネヅヒチ サツバ トソテ ゼケデスソテ (1) ケネテ (5) トッド
ツサヅサツグチネ ツコチサゾサ ジスチ ダツッヅッパチ チサ ドツスヅザサコチッドチ トッチ サヅソゼダバ トネチ 8.560 ネヅヒチ ゾサゼ☂  バタセ トセ
ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ.
ら.7. ォツッニヅスヒデスソテ ツヅッデネツソゾッパ ナパタサヂセテ (ッダグジサ ナパタサヂセテ):
ィソ ナパタサゾステ, トネチ ッツッコネチ セ ツスヅソッニゲ スヅシサデソサゾゲテ スドゼパチセテ スコチサソ ッソ ニヒヅッソ ツッド ドツバゾスソチトサソ デス スナサヅダッシゲ トネチ
ダケトヅネチ トッド ェよをれ ェッパジサテ, ツヅケツスソ:
サ. ァサ ナケヅッドチ ダサズコ トッドテ サツサヅサソトゲトネテ トソテ デドデゾスドケテ サデドヅダグトッド スツソゾッソチネチコサテ, デナドヅコニトヅサ ゾサソ ナサゾバ.
ザ. チサ ナケヅッドチ デトッタゲ ゾサソ トッチ ツヅッザタスツバダスチッ スヂッツタソデダバ デパダナネチサ ダス トッチ ァ. 2518/97 (オれゑ 164よ) ゾサソ ァ.
3707/08 バツネテ ゾグゼス ナッヅグ ソデニパッドチ ゾサゼヒテ ゾサソ: トセチ ォよ 4434.1/02/08/12.9.2008 (オれゑ 1877/ザ☂), トッチ
ァ.3622/2007, トッチ ァ.4150/2013, イる 56/2004 トッ ソデニパッチ ェよをれ ェッパジサテ.
シ. ァサ ドツサゾッパッドチ デトソテ ッジセシコステ-スチトッタケテ トッド ォよをれ ゲ よ/ォよをれ ツッド サナッヅッパチ トセチ スゾトケタスデセ トネチ ゾサゼセゾバチトネチ
トッドテ ダス デゾッツバ トセチ スナサヅダッシゲ トッド ェよをれ.
ジ. ァサ スタケシニッドチ トサ グトッダサ, ッニゲダサトサ ゾサソ サチトソゾスコダスチサ ツッド スソデケヅニッチトサソ デトセチ ツスヅソッニゲ スドゼパチセテ トッドテ デパダナネチサ
ダス トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ ゲ よ/ォよをれ, ダス デゾッツバ トセチ サツッナドシゲ ケゾチッダネチ スチスヅシスソヒチ デトセチ をソダスチソゾゲ
れシゾサトグデトサデセ. れツコデセテ チサ ツヅサシダサトッツッソッパチ ダス スドシケチスソサ デネダサトソゾバ ケタスシニッ ゲ ケタスシニッ ッニセダグトネチ ゲ
サチトソゾスソダケチネチ, デパダナネチサ ダス トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ ゲ よ/ォよをれ, デトセチ ツスヅコツトネデセ ツッド サドトバ サツサソトスコトサソ, ニネヅコテ
チサ ジセダソッドヅシッパチトサソ ゾサゼドデトスヅゲデスソテ ゲ グタタッ ツヅバザタセダサ デトセチ スパヅドゼダセ タスソトッドヅシコサ トセテ をソダスチソゾゲテ
れシゾサトグデトサデセテ.
ス. ァサ トセヅッパチ トサ サツサソトッパダスチサ ザソザタコサ  ツ.ニ. デドダザグチトネチ, デトサ ッツッコサ チサ ゾサトサシヅグナッドチ バ,トソ サツサソトスコトサソ デパダナネチサ
ダス トソテ ッジセシコステ トッド ォよをれ ゲ よ/ォよをれ.
ズ. ァサ デドダツスヅソナケヅッチトサソ ダス スドシケチスソサ デトッドテ スタスシニバダスチッドテ ゾサソ シスチソゾバトスヅサ デトッドテ ニヅゲデトステ トッド タソダケチサ ゾサソ チサ
サチサナケヅッドチ ゾグゼス ダセ デパチセゼステ ツスヅソデトサトソゾバ デトッチ ォよをれ ゲ よ/ォよをれ.
セ. ァサ デドダダストケニッドチ デトサ シドダチグデソサ ゾサソ トソテ サデゾゲデスソテ ツッド ッヅコズッチトサソ サツバ トッチ ォよをれ ゲ/ゾサソ トセチ るソッコゾセデセ トッド
をエァカ.
ゼ. ァサ トセヅッパチ バタッドテ トッドテ バヅッドテ スダツソデトスドトソゾバトセトサテ ツッド ッヅコズッチトサソ サツバ トッチ ァ.3622/2007 バツネテ ゾグゼス ナッヅグ
ソデニパスソ, トバデッ ゾサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ バデッ ゾサソ ダストグ サツバ サドトゲチ.
ら.8. ォツッニヅスヒデスソテ ドツスパゼドチッド デドチスチチバセデセテ ツッド ゼサ ッヅコデスソ ッ よチグジッニッテ:
サ. ィ サチグジッニッテ スコチサソ ドツッニヅスネダケチッテ チサ ッヅコデスソ ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ トセテ サチサトスゼスコデサテ ツサヅッニゲテ
ドツセヅスデコサテ, ッ ッツッコッテ ゼサ スタケシニスソ トッ ツヅッデネツソゾバ ナパタサヂセテ トッド よチサジバニッド, ゼサ ドツグシストサソ ゾサソ ゼサ デドチスヅシグズストサソ
ダス トッチ ォよをれ ゾサソ トッチ よ/ォよをれ ダス デゾッツバ トセチ スナサヅダッシゲ トッド ェよをれ. れツコデセテ, ジソサゼケトッチトサテ デパデトセダサ
スツソゾッソチネチコサテ (ゾソチセトバ トセタケナネチッ, ゾタツ), ゼサ スコチサソ ッ スチジソグダスデッテ デドチトッチソデダッパ トセテ デネデトゲテ スゾトケタスデセテ トセテ
サチサトスゼスコデサテ ツサヅッニゲテ ォツセヅスデコサテ ダストサヂパ トッド よチサジバニッド ゾサソ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ (ジセタサジゲ トッド
ォよをれ ゲ よ/ォよをれ ゲ/ゾサソ トセテ るソッコゾセデセテ トッド をエァカ), ゾサソ ゼサ スコチサソ ジソサゼケデソダッテ 24 ヒヅステ ゾグゼス ダケヅサ  ゾサトグ トセ
ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ . よゾバダサ ッ ドツスパゼドチッテ デドチスチチバセデセテ ゼサ ドツッシヅグナスソ バタサ トサ サツサヅサコトセトサ
ケシシヅサナサ バツネテ サツサソトスコトサソ サツバ トセチ ツサヅッパデサ ゾサソ ゼサ トセヅスコ バタッドテ トッドテ バヅッドテ スダツソデトスドトソゾバトセトサテ ツッド
ッヅコズッチトサソ サツバ トッチ ァ.3622/2007 バツネテ ゾグゼス ナッヅグ ソデニパスソ トバデッ ゾサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ
バデッ ゾサソ ダストグ サツバ サドトゲチ.
ザ. ィ ドツスパゼドチッテ デドチスチチバセデセテ ダツッヅスコ チサ スコチサソ トサドトバニヅッチサ ゾサソ ダケタッテ トセテ ッダグジサテ ナパタサヂセテ (ナパタサゾサテ) . ィ
よチグジッニッテ スコチサソ ドツッニヅスネダケチッテ チサ ッヅコデスソ ゾサソ サチサツタセヅネダサトソゾバ ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ デス ツスヅコツトネデセ
サツッドデコサテ トッド トサゾトソゾッパ ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ
ら.9. ォツッニヅスヒデスソテ サチサジバニッド.

ィ よチグジッニッテ ゼサ ツヅケツスソ:
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1. ァサ ジソサゼケトスソ ッダッソバダッヅナセ スチジドダサデコサ (デトッタゲ) シソサ トッ ツヅッデネツソゾバ トッド ゾサソ コジソサ サツバ ツタスドヅグテ ツッソバトセトサテ
ゾサソ ニヅヒダサトッテ ヒデトス セ スダナグチソデゲ トッド チサ スコチサソ グヅソデトセ ゾサソ デパダナネチサ ダス トセチ チッダッゼスデコサ ゾサソ チサ トッド ジソサゼケトスソ
サデパヅダサトッ スツソゾッソチネチコサテ, ナサゾバ ゾサソ デナドヅコニトヅサ.

2. ァサ ジソサゼケトスソ デパデトセダサ タゲヌセテ サチサナッヅヒチ ダス セタスゾトヅッチソゾバ トサニドジヅッダスコッ, Fax, トセタケナネチッ ゾサソ ゾソチセトバ
トセタケナネチッ シソサ トセチ スツソゾッソチネチコサ ダス トッ をソダスチソゾバ エサダスコッ セ/ゾサソ トッチ ォよをれ ゲ よ/ォよをれ.

3. ァサ トセヅスコ バタッドテ トッドテ ァバダッドテ トッドテ デニストソゾッパテ ダス トセチ スヅシサトソゾゲ チッダッゼスデコサ ゾサソ トソテ ジソサトグヂスソテ シソサ サダッソザケテ ,
ネヅグヅソッ スヅシサデコサテ , ゾッソチネチソゾヒチ ツサヅッニヒチ , サツッズセダソヒデスネチ , ナバヅネチ , ゾサトサザッタゲテ サデナサタソデトソゾヒチ
スソデナッヅヒチ (スヅシッジバトセ ゾサソ サデナサタソデダケチッド) ゾタツ スドゼドチバダスチッテ ケチサチトソ トネチ れタタセチソゾヒチ よヅニヒチ シソサ トセチ
トゲヅセデセ ゾグゼス ドツッニヅケネデセテ ツッド ツヅッゾパツトスソ サツバ サドトケテ .

4. ァサ スゾツタセヅヒチスソ バタステ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド サツケチサチトソ デトッ るセダバデソッ , デトッドテ サデナサタソデトソゾッパテ ッヅシサチソデダッパテ
ゾサソ デス ゾグゼス トヅコトッ ナドデソゾバ ゲ ァッダソゾバ イヅバデネツッ .

5. ェス ツスヅコツトネデセ ツッド ジスチ トセヅッパチトサソ ッソ ツヅッザタスツバダスチステ サツバ トセ ジソサゾゲヅドヂセ ドツッニヅスヒデスソテ  , トッ を.エ.ァ.カ.
ジソサトセヅスコ トッ ジソゾサコネダサ チサ トッド スツソザグタタスソ ツヅバデトソダッ ダス サツバナサデセ トセテ をソダスチソゾゲテ トッド れツソトヅッツゲテ (ザタ. グヅゼヅッ
9 トセテ ジソサゾゲヅドヂセテ) ゲ/ゾサソ チサ ゾサトサシシスコタスソ トセ デパダザサデセ.

6. ァサ ツサヅケニスソ デトッ ツヅッデネツソゾバ トッド トソテ チバダソダステ グジスソステ , ヅスツヒ ゾタツ ゾサソ チサ ゾサタパツトスソ トサ ゾスチグ サツバ サデゼケチスソステ
ゲ サジソゾサソッタバシセトステ サツッドデコステ , シソサ トセチ スゾツタゲヅネデセ トネチ サチサタサダザサチッダケチネチ ドツッニヅスヒデスネチ ケチサチトソ トッド
を.エ.ァ.カ .

7. ァサ スコチサソ ドツスパゼドチッテ シソサ トセチ サツッゾサトグデトサデセ ゾグゼス スコジッドテ ズセダソグテ ゲ ザタグザセテ ツッド ゼサ ツヅッゾタセゼスコ デトッ
ツヅッデネツソゾバ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ  ゲ デス ッツッソッチジゲツットス トヅコトッ スナバデッチ サドトゲ ッナスコタストサソ デス
ドツサソトソバトセトサ トネチ ドツサタタゲタネチ トッド よチサジバニッド .

8. ァサ ニヅセデソダッツッソスコ ツヅッデネツソゾバ スソジソゾスドダケチッ , ドシソケテ , グヌッシッ サツバ ツタスドヅグテ デドダツスヅソナッヅグテ サツケチサチトソ デス
トヅコトッドテ , ソジコネテ デトッドテ ニヅゲデトステ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ゾサソ デトッ ツヅッデネツソゾバ トッド を.エ.ァ.カ .

9. ァサ トセヅスコ トサ サツサソトッパダスチサ  ザソザタコサ ゾサソ トサ ザソザタコサ スツソゾッソチネチコサテ ダス トッドテ サヅダバジソッドテ トッド を.エ.ァ.カ.
10. ァサ サツッゾサゼソデトグ サダケデネテ ゾグゼス ケタタスソヌセ ゲ ツサヅグタスソヌセ ゲ ツタセダダスタゲ スヅシサデコサ ツッド ゼサ ツサヅサトセヅスコトサソ ゾサソ ゼサ

シチネデトッツッソスコトサソ デス サドトバチ サツバ トッドテ ドツスパゼドチッドテ トッド を.エ.ァ.カ. れグチ ッ よチグジッニッテ ジスチ ナヅッチトコズスソ デパダナネチサ
ダス トサ サチネトケヅネ シソサ トセチ サツッゾサトグデトサデセ トセテ ケタタスソヌセテ ゲ ツサヅグタスソヌセテ ゲ ツタセダダスタッパテ スヅシサデコサテ , ゼサ
スツソザグタタストサソ サツバ トッ を.エ.ァ.カ. ツッソチソゾゲ ヅゲトヅサ ツッデッパ バデッ スコチサソ セ サツットコダセデセ ツケチトス (5) サチゼヅネツッネヅヒチ,
ツサヅサゾヅサトッパダスチセ サツバ トセ ダセチソサコサ サダッソザゲ トッド . ェス ツスヅコツトネデセ ドツットヅッツゲテ , セ ツソッ ツグチネ ヅゲトヅサ
ジソツタサデソグズストサソ スチヒ トッ を.エ.ァ.カ. ジソサトセヅスコ トッ ジソゾサコネダサ ゾサトサシシスタコサテ トセテ デパダザサデセテ ゲ/ゾサソ ゾゲヅドヂセテ トッド
よチサジバニッド スゾツトヒトッド.

11. ァサ シチネデトッツッソスコ スシシヅグナネテ ゾサソ ダス サツバジスソヂセ ツサヅグジッデセテ, デトッ サツサデニッタッパダスチッ サツバ サドトバチ ツヅッデネツソゾバ
バトソ (サ) ッドジスダコサ スヂグヅトセデセ ゲ スヅシサデソサゾゲ デニケデセ ケニッドチ ダス トッ を.エ.ァ.カ, ゾサソ (ザ) ツヅケツスソ チサ トセヅッパチ バタッドテ
トッドテ バヅッドテ スダツソデトスドトソゾバトセトサテ ツッド ッヅコズッチトサソ サツバ トッチ ァ.3622/2007 バツネテ ゾグゼス ナッヅグ ソデニパスソ, トバデッ ゾサトグ
トセチ ジソグヅゾスソサ スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ バデッ ゾサソ ダストグ サツバ サドトゲチ.

12. ァサ ジソサゼケトスソ ドツスパゼドチッ デドスチチバセデセテ ゾサソ トッチ サチサツタセヅネトゲ トッド シソサ スツコザタスヌセ トッド ケヅシッド ゾサソ スツソゾッソチネチコサ
ダス トッドテ サヅダバジソッドテ トッド を.エ.ァ.カ. (ォよをれ, よ/ォよをれ ゾ.タ.ツ.) ツッド ケニッドチ ッヅソデトスコ スソジソゾグ シソサ トセチ スツッツトスコサ ゾサソ
トッチ ケタスシニッ トセテ ナパタサヂセテ トネチ ニヒヅネチ. ィ ドツスパゼドチッテ デドチスチチバセデセテ トッド よチサジバニッド ゾサソ ッ サチサツタセヅネトゲテ トッド
ツヅケツスソ チサ ケニッドチ ジソサゼケデソダッ デパデトセダサ スツソゾッソチネチコサテ (ゾソチセトバ トセタケナネチッ, ゾタツ), ゾサゼほ バタッ トッ ジソグデトセダサ
ソデニパッテ トセテ デパダザサデセテ ゾサソ ゾサゼほ バタッ トッ スソゾッデソトストヅグネヅッ.

13. ァサ ケニスソ サデナサタコデスソ バタッ トッ ツヅッデネツソゾバ トッド デトッ ゐゑよ. エッ を.エ.ァ.カ ジスチ ゼサ スツソトヅケツスソ デス ゾサチケチサ
スヅシサズバダスチッ トッド よチサジバニッド チサ スヅシグズストサソ スグチ ジスチ スコチサソ サデナサタソデダケチッテ, ダス ドツッニヅケネデセ トッド チサ
ツヅッデゾッダコズスソ デトッ を.エ.ァ.カ トサ デニストソゾグ スツコデセダサ ケシシヅサナサ.

14. ァサ トセヅスコ トソテ ゾスコダスチステ ジソサトグヂスソテ デニストソゾグ ダス トセチ サデナグタスソサ トネチ スヅシサズッダケチネチ トッド ジソバトソ スコチサソ ッ
サツッゾタスソデトソゾバテ ゾサソ ダバチッテ ドツスパゼドチッテ ツッソチソゾグ ゾサソ サデトソゾグ シソサ サトパニセダサ ツッド トドニバチ デドダザスコ デトッ
ツヅッデネツソゾバ トッド.

15. ァサ スシシドセゼスコ バトソ セ スヅシサデコサ ゼサ スゾトスタスコトサソ ダス ツヅッデッニゲ ゾサソ スツソダケタスソサ ゾサソ チサ スコチサソ ドツスパゼドチッテ ケチサチトソ トッド
を.エ.ァ.カ シソサ トセチ ナパタサヂセ トネチ ニヒヅネチ ツッド ドツバゾスソチトサソ デトネチ ゾヒジソゾサ ISPS デパダナネチサ ダス トッ ッソゾスコッ ェよをれ,
シソサ バタッ トッ ニヅバチッ ソデニパッテ トセテ デパダザサデセテ ゾサソ シソサ バタステ トソテ セダケヅステ トセテ スザジッダグジサテ ゾサソ ナケヅスソ ゾグゼス サデトソゾゲ
ゾサソ ツッソチソゾゲ スドゼパチセ デス ツスヅコツトネデセ サトドニゲダサトッテ タバシネ ツタセダダスタッパテ ナパタサヂセテ トネチ ニヒヅネチ .
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イよゥよゥエゎんよ  りほ

るソゾサソッタッシセトソゾグ ゾサトサゾパヅネデセテ
[1]. よツバデツサデダサ イッソチソゾッパ んセトヅヒッド, ケゾジッデセテ トッドタグニソデトッチ トッド トスタスドトサコッド トヅソダゲチッド, ツヅソチ サツバ トセチ ゾッソチッツッコセデセ
トセテ ネテ グチネ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ, サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ ジスチ ケニッドチ ゾサトサジソゾサデゼスコ ダス サダストグゾタセトセ
ジソゾサデトソゾゲ サツバナサデセ シソサ :
- デドダダストッニゲ デス スシゾタセダサトソゾゲ ッヅシグチネデセ, バツネテ サドトゲ ッヅコズストサソ デトッ グヅゼヅッ 2 ツサヅグシヅサナッテ 1 トセテ ゾッソチゲテ ジヅグデセテ トセテ
98/773/るれォ トッド ェドダザッドタコッド (EE L 351 トセテ 29.1.1998,デスタ. 1).
- ジネヅッジッゾコサ, バツネテ サドトゲ ッヅコズストサソ サチトコデトッソニサ デトッ グヅゼヅッ 3 トセテ ツヅグヂセテ トッド ェドダザッドタコッド トセテ 26セテ んサょッド 1997
(EE C 195 トセテ 25.6.1997, デスタ. 1) ゾサソ デトッ グヅゼヅッ 3 ツサヅグシヅサナッテ 1 トセテ ゾッソチゲテ ジヅグデセテ 98/742/ゑれイイよ トッド
ェドダザッドタコッド (EE L 358 トセテ 31.12.1998, デスタ. 2)
- サツグトセ, ゾサトグ トセチ ケチチッソサ トッド グヅゼヅッド 1 トセテ デパダザサデセテ デニストソゾグ ダス トセチ ツヅッデトサデコサ トネチ ッソゾッチッダソゾヒチ
デドダナスヅバチトネチ トネチ れドヅネツサノゾヒチ ゑッソチットゲトネチ (EE C 316 トセテ 27.11.1995, デスタ. 48).
- チッダソダッツッコセデセ スデバジネチ サツバ ツサヅグチッダステ ジヅサデトセヅソバトセトステ, バツネテ ッヅコズストサソ デトッ グヅゼヅッ 1 トセテ ッジセシコサテ 91/308/EOK
トッド ェドダザッドタコッド, トセテ 10セテ ゐッドチコッド 1991, シソサ トセチ ツヅバタセヌセ ニヅセデソダッツッコセデセテ トッド ニヅセダサトッツソデトネトソゾッパ
デドデトゲダサトッテ シソサ トセ チッダソダッツッコセデセ スデバジネチ サツバ ツサヅグチッダステ ジヅサデトセヅソバトセトステ (EE L 166 トセテ 28.6.1991, デスタ. 77
ィジセシコサテ, セ ッツッコサ トヅッツッツッソゲゼセゾス サツバ トセチ ィジセシコサ 2001/97/れゑ トッド れドヅネツサノゾッパ ゑッソチッザッドタコッド ゾサソ トッド
ェドダザッドタコッド, EE L 344 トセテ 28.12.2001, デスタ. 76) セ ッツッコサ スチデネダサトヒゼセゾス ダス トッ チ. 2331/1995 (よほ 173) ゾサソ
トヅッツッツッソゲゼセゾス ダス トッ チ. 3424/2005 (よほ 305).
- ドツスヂサコヅスデセ
- スゾザコサデセ
- ツタサデトッシヅサナコサ
- ヌスドジッヅゾコサ
- ジネヅッジッゾコサ
- ジバタソサ ニヅスッゾッツコサ
- イサヅグザサデセ トネチ グヅゼヅネチ サ) 30 ツサヅ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 ゾサソ ザ) 35 ツサヅ. 1 トッド よシッヅサチッダソゾッパ ゑヒジソゾサ
デニストソゾバ ダス トセチ グデゾセデセ トセテ スツサシシスタダサトソゾゲテ トッドテ ジヅサデトセヅソバトセトサテ.
ォツバニヅスッソ デトセチ ツヅッデゾバダソデセ ツッソチソゾッパ ダセトヅヒッド ゲ グタタッ ソデッジパチサダッ ケシシヅサナッ サヅダバジソサテ ジソッソゾセトソゾゲテ ゲ ジソゾサデトソゾゲテ
サヅニゲテ スコチサソ: ナドデソゾグ ツヅバデネツサ ッダバヅヅドゼダッソ ストサコヅッソ ゾサソ ジソサニスソヅソデトケテ ィ.れ. ゾサソ れ.れ. ジソサニスソヅソデトケテ れ.イ.れ.
イヅバスジヅッテ ゾサソ る/チネチ ェパダザッドタッテ シソサ よ.れ. ェス ゾグゼス グタタセ ツスヅコツトネデセ チッダソゾッパ ツヅッデヒツッド, ッソ チバダソダッソ スゾツヅバデネツッコ
トッド.

2. 1. イソデトッツッソセトソゾバ サヅダバジソサテ ジソゾサデトソゾゲテ ゲ ジソッソゾセトソゾゲテ よヅニゲテ, ケゾジッデセテ トッド トスタスドトサコッド スヂサダゲチッド ツヅソチ サツバ トセチ
ゾッソチッツッコセデセ トセテ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ サツバ トセチ よチサゼケトッドデサ, サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ ッ ドツッヌゲナソッテ
よチグジッニッテ :

ジスチ トスタスコ デス ゾサトグデトサデセ ツトヒニスドデセテ
ジスチ トスタスコ デス ジソサジソゾサデコサ ゾゲヅドヂセテ デス ツトヒニスドデセ

2. 2. イソデトッツッソセトソゾバ サヅダバジソサテ ジソゾサデトソゾゲテ ゲ ジソッソゾセトソゾゲテ サヅニゲテ, ケゾジッデセテ トッド トスタスドトサコッド スヂサダゲチッド, ツヅソチ サツバ トセチ
ゾッソチッツッコセデセ トセテ ネテ グチネ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ, サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ
バトソ ジスチ トスタッパチ ドツバ ゾッソチゲ スゾゾサゼグヅソデセ トッド ゾ.チ. 2190/1920, バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ, ゲ スソジソゾゲ スゾゾサゼグヅソデセ トッド チ.
1892/1990 ゲ グタタステ サチグタッシステ ゾサトサデトグデスソテ  ゾサソ, スツコデセテ, バトソ ジスチ トスタッパチ ドツバ ジソサジソゾサデコサ ケゾジッデセテ サツバナサデセテ
ゾッソチゲテ ゲ スソジソゾゲテ スゾゾサゼグヅソデセテ トネチ サチネトケヅネ チッダッゼストセダグトネチ (グヅゼヅッ 6 ツサヅ. 2 スジ. シほ ツスヅ. 2 トッド イ.る. 118/2007).
れツコ セダスジサツヒチ サチネチパダネチ ストサソヅスソヒチ, トサ ツヅッサチサナスヅバダスチサ ツソデトッツッソセトソゾグ トセテ スゾゾサゼグヅソデセテ ゲ ジソサジソゾサデコサテ
ケゾジッデセテ サツバナサデセテ スゾゾサゼグヅソデセテ, スゾジコジッチトサソ, バデッチ サナッヅグ デトセチ ゾッソチゲ スゾゾサゼグヅソデセ サツバ トセチ サヅダバジソサ ォツセヅスデコサ
トセテ ァッダサヅニソサゾゲテ よドトッジソッコゾセデセテ, デトッ ダセトヅヒッ よチネチパダネチ れトサソヅスソヒチ トセテ ッツッコサテ スコチサソ スシシスシヅサダダケチセ セ
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デドダダストケニッドデサ デトッ ジソサシネチソデダバ A.E. ゾサソ, バデッチ サナッヅグ デトセチ スソジソゾゲ スゾゾサゼグヅソデセ トッド チ. 1892/1990, サツバ トッ
サヅダバジソッ れナストスコッ トセテ ケジヅサテ トセテ サチネチパダッド ストサソヅスコサテ ツッド トスタスコ ドツバ スソジソゾゲ スゾゾサゼグヅソデセ. ェセダスソネトケッチ バトソ ッソ
デニストソゾケテ ジソサトグヂスソテ トッド ァ. 1892/1190 ケニッドチ ゾサトサヅシセゼスコ ダス トッ グヅゼヅッ 181 トッド ァ. 3588/2007 «イトネニスドトソゾバテ
ゑヒジソゾサテ» (オ.れ.ゑ. よほ 153/10-7-2007) ェパダナネチサ ダグタソデトサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トネチ グヅゼヅネチ 47 スツ. トッド ゑ.ァ.
2190/1920, バツネテ ケニッドチ トヅッツッツッソセゼスコ ダス トッ ァ. 3604/2007 (オ.れ.ゑ. よほ 189/8-8-2007), サツバ トセチ 8-8-2007 セ
サヅダッジソバトセトサ シソサ トセ タパデセ トセテ よ.れ. ゾサソ トッチ ジソッヅソデダバ スゾゾサゼサヅソデトヒチ サチゲゾスソ デトッ ツッタドダスタケテ ツヅネトッジソゾスコッ トセテ ケジヅサテ
トセテ. れツコ セダスジサツヒチ ストサソヅスソヒチ ツスヅソッヅソデダケチセテ スドゼパチセテ ゾサソ ツヅッデネツソゾヒチ ストサソヅスソヒチ (ィ.れ. ゾサソ れ.れ.) トッ
ツソデトッツッソセトソゾバ トセテ スゾゾサゼグヅソデセテ, スゾジコジストサソ サツバ トッ サヅダバジソッ トダゲダサ トッド イヅネトッジソゾスコッド トセテ ケジヅサテ トセテ
デドダダストケニッドデサテ デトッチ ジソサシネチソデダバ スツソニスコヅセデセテ (グヅゼヅッ 6 ツサヅ. 2 スジ. シほ ツスヅ. 4 トッド イ.る. 118/2007).
2. 3. イソデトッツッソセトソゾバ ツッド スゾジコジストサソ サツバ サヅダバジソサ ゾサトグ ツスヅコツトネデセ よヅニゲ, サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ ゾサトグ トセチ
セダスヅッダセチコサ トセテ ネテ グチネ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ, スコチサソ スチゲダスヅッソ ネテ ツヅッテ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッドテ ツッド サナッヅッパチ トソテ
スソデナッヅケテ ゾッソチネチソゾゲテ サデナグタソデセテ (ゾパヅソサテ ゾサソ スツソゾッドヅソゾゲテ).
るソスドゾヅソチコズストサソ バトソ, シソサ トセ ジソサツコデトネデセ トネチ ッヅシサチソデダヒチ ゾッソチネチソゾゲテ サデナグタソデセテ デトッドテ ッツッコッドテ スコチサソ
サデナサタソデダケチッソ ッソ ダス ッツッソサジゲツットス デニケデセ スヅシサデコサテ サツサデニッタッパダスチッソ デトッ デドダダストケニッチ デトッ ジソサシネチソデダバ チッダソゾバ
ツヅバデネツッ, デドダツスヅソタサダザサチッダケチネチ トネチ ジソッソゾッパチトネチ サドトバ, ツヅッデゾッダコズッチトサソ, スゾトバテ サツバ トサ サチサナスヅバダスチサ ツソッ
ツグチネ デトッソニスコサ (ゾサトサデトサトソゾバ, デトッソニスコサ シソサ トサ バヅシサチサ ジソッコゾセデセテ ゾ.タ.ツ.), トサ スヂゲテ: サ) ゾサトグデトサデセ トッド デドチバタッド トッド
ツヅッデネツソゾッパ トセテ スツソニスコヅセデセテ ゾサトグ スソジソゾバトセトサ, ゼスネヅセダケチセ サツバ サヅダバジソサ サヅニゲ ゾサソ ザ) ドツスパゼドチセ ジゲタネデセ トセテ
ツサヅ. 4 トッド グヅゼヅッド 8 トッド チ. 1599/1986, トッド スゾツヅッデネツッパチトッテ トッ チッダソゾバ ツヅバデネツッ,  ダス トセチ ッツッコサ ゼサ
ジセタヒチッチトサソ ッソ サデナサタソデトソゾッコ ナッヅスコテ デトッドテ ッツッコッドテ スコチサソ サデナサタソデダケチッソ ッソ サツサデニッタッパダスチッソ デ☂ サドトバ. ィソ
サチネトケヅネ ジセタヒデスソテ ドツッザグタタッチトサソ ダサズコ ダス トサ タッソツグ ツソデトッツッソセトソゾグ トセテ ツサヅッパデサテ ツサヅサシヅグナッド.
2. 4. イソデトッツッソセトソゾバ ツッド スゾジコジストサソ サツバ サヅダバジソサ ゾサトグ ツスヅコツトネデセ よヅニゲ, サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ ゾサトグ トセチ
セダスヅッダセチコサ トセテ ネテ グチネ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ, スコチサソ スチゲダスヅッソ ネテ ツヅッテ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッドテ ツッド サナッヅッパチ トソテ
ナッヅッタッシソゾケテ トッドテ ドツッニヅスヒデスソテ.
2.5.  イソデトッツッソセトソゾバ トッド ッソゾスコッド れツソダスタセトセヅコッド, ダス トッ ッツッコッ ゼサ ツソデトッツッソスコトサソ サナスチバテ セ スシシヅサナゲ トッドテ デス サドトバ
ゾサソ トッ スソジソゾバ スツグシシスタダサ トッドテ, ゾサトグ トセチ セダケヅサ ジソスチケヅシスソサテ トッド ジソサシネチソデダッパ, ゾサソ サナストケヅッド バトソ スヂサゾッタッドゼッパチ チサ
ツサヅサダケチッドチ スシシスシヅサダダケチッソ ダケニヅソ トセチ スツコジッデセ トセテ ケシシヅサナセテ スソジッツッコセデセテ ツスヅコ ゾサトサゾパヅネデセテ.
3. «れシシパセデセ ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ», デパダナネチサ ダス トサ ッヅソズバダスチサ デトッ イる 118/07 グヅゼヅッ 25 ツサヅ.5 スジグナソッ サ ,トッ パヌッテ
トセテ ッツッコサテ ゾサゼッヅコズストサソ デス ツッデッデトバ ケネテ 10% スツコ トセテ サヂコサテ トセテ デパダザサデセテ ニネヅコテ チサ ドツッタッシコズストサソ ッ オイよ. ゎ
スシシパセデセ ゾサタゲテ スゾトケタスデセテ, セ ソデニパテ トセテ ッツッコサテ スコチサソ ニヅバチッド コデッド ダス トセチ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ, ツタケッチ ジパッ (2)
ダセチヒチ ゾサソ スチ バタネ ジヒジスゾサ (12) ダセチヒチ, ゾサトサツコツトスソ デトセチ ツスヅコツトネデセ ツサヅグザサデセテ トネチ バヅネチ トセテ デパダザサデセテ, バツネテ
サドトゲ スソジソゾバトスヅサ ッヅコズスソ.
4. ィチッダサデトソゾゲ ゾサトグデトサデセ トッド ツヅッデネツソゾッパ ツッド ゼサ ニヅセデソダッツッソゲデスソ セ ストサソヅスコサ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ
サデナグタスソサテ デトセチ タソダスチソゾゲ スシゾサトグデトサデセ, ゼスネヅセダケチセ サツバ トセチ れツソゼスヒヅセデセ れヅシサデコサテ ゾサソ デドチッジスドバダスチセ ダス
ナネトッサチトコシヅサナサ トネチ サトッダソゾヒチ サジスソヒチ スヅシサデコサテ トッドテ デス ソデニパ, デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トッド グヅゼヅッド 3 トッド チ.
2518/1997 バツネテ ソデニパスソ
5. エサ サツッジスソゾトソゾグ スゾツサコジスドデセテ バタッド トッド ッヅソデダケチッド シソサ トソテ サチグシゾステ トセテ ツサヅッパデサテ ツヅッデネツソゾッパ トッド, デトッチ
ゾヒジソゾサ ISPS サツバ ゑれゑ ダス ザグデセ トセ デニストソゾゲ ツヅバザタスヌセ トセテ ツサヅ.9 トッド グヅゼヅッド 12 トッド ァ.4150/2013 デス
デドチジドサデダバ ダス トッ グヅゼヅッ 13 トッド ァ.3879/10 シソサ トセチ «よチグツトドヂセ トセテ るソグ らコッド ダグゼセデセテ ゾタツ ジソサトグヂスソテ».
6. ォツスパゼドチセ ジゲタネデセ トセテ ツサヅ. 4 トッド グヅゼヅッド 8 トッド チ. 1599/1986 (よほ75), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ ドツッシスシヅサダダケチセ
サツバ ゾグゼス グトッダッ ツッド ケニスソ ジセタヒデスソ ネテ ツヅッデネツソゾバ ナパタサヂセテ トセテ をれ, ザグデセ トセテ ツサヅッパデサテ, ツスヅコ トッド バトソ ゾグゼス ケチサテ
サツバ サドトグ トサ グトッダサ ケタサザス シチヒデセ トネチ ゾサゼセゾバチトネチ トッド バツネテ サドトグ ツスヅソシヅグナッチトサソ デトセチ ツサヅッパデサ ジソサゾゲヅドヂセ
(デパダザサデセ) , ゾサソ バトソ ゼサ トセヅッパチ バタッドテ トッドテ バヅッドテ スダツソデトスドトソゾバトセトサテ, ゾサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ ゾサソ ダストグ トセチ デパダザサデセテ
ツッド ゼサ ツヅッゾパヌスソ サツバ トセチ ツサヅッパデサ.
7. ォツスパゼドチセ ジゲタネデセ トセテ ツサヅ. 4 トッド グヅゼヅッド 8 トッド チ. 1599/1986 (よほ75), バツネテ スゾグデトットス ソデニパスソ ドツッシスシヅサダダケチセ
サツバ トッチ ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ ゾサソ トッチ サチサツタセヅネトゲ トッド ツッド ケニスソ ッヅコデスソ シソサ トソテ サチグシゾステ トセテ ツサヅッパデサテ , ツスヅコ
トッド ケタサザス シチヒデセ トネチ ゾサゼセゾバチトネチ トッド バツネテ サドトグ ツスヅソシヅグナッチトサソ デトセチ ツサヅッパデサ ジソサゾゲヅドヂセ (デパダザサデセ)  ゾサソ バトソ
ゼサ トセヅッパチ バタッドテ トッドテ バヅッドテ スダツソデトスドトソゾバトセトサテ, ゾサトグ トセチ ジソグヅゾスソサ ゾサソ ダストグ トセチ デパダザサデセ ツッド ゼサ ツヅッゾパヌスソ
サツバ トセチ ツサヅッパデサ.
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8. よデナサタソデトゲヅソッ デドダザバタサソッ サツバ トッ ッツッコッ チサ ツヅッゾパツトスソ バトソ セ ストサソヅスコサ ケニスソ ツタゲヅセ サデナサタソデトソゾゲ ゾグタドヌセ
サデトソゾゲテ スドゼパチセテ シソサ トッ ツヅッデネツソゾバ ツッド ニヅセデソダッツッソスコ ゾサゼヒテ ゾサソ シソサ ズセダコステ ケチサチトソ トヅコトネチ, ツッド ツセシグズッドチ サツバ
トセチ グデゾセデセ トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ ジヅサデトセヅソバトセトサテ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ トセテ タソダスチソゾゲテ スシゾサトグデトサデセテ
パヌッドテ 1.000.000俉 サチグ ツスヅソデトサトソゾバ, デパダナネチサ ダス トッ サチトソゾスコダスチッ トッド ケヅシッド ゾサソ トセチ ォよ. 4434.1/02/08.
9. よジスソサ をソダスチソゾゲテ よヅニゲテ トッド グヅゼヅッド 1 トセテ ォよ 4434.1/02/08/08 (オれゑ 1877 ら/12-9-2008).

イよゥよゥエゎんよ  るほ
ォイィるれゐりんよ ェォんらよェゎェ
ェォんらよェゎ イィェィォ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁.俉
ェトサ カサチソグ, デゲダスヅサ トセチ ▁▁▁▁▁▁▁▁.セダケヅサ▁▁▁▁▁▁.トッド ケトッドテ 20....., デトサ シヅサナスコサ トッド をエァカ

(るソスパゼドチデセ ▁▁▁▁▁▁.....................................) ダストサヂパ サナ☂ スチバテ トッド ▁▁▁▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁.,
スチスヅシヒチ ネテ スゾツヅバデネツッテ トッド をソダスチソゾッパ エサダスコッド ァッダッパ カサチコネチ (スチ デドチトッダコサ をエァカ) デパダナネチサ ダス トソテ
ジソサトグヂスソテ トッド ▁▁▁▁▁▁▁▁. ゾサソ サナストケヅッド セ ストサソヅスコサ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.
よオM▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..るィォ▁▁▁▁▁▁▁ ▁▁▁,トセチ ッツッコサ スゾツヅッデネツスコ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.デドチサツッジケニゼセゾサチ トサ ジソサタサダザサチバダスチサ デス バタサ
トサ グヅゼヅサ トセテ ツサヅッパデセテ パデトスヅサ サツバ ジソサシネチソデダバ ツッド ジソスチスヅシゲゼセゾス ダス ザグデセ トセチ サヅソゼ▁▁▁るソサゾゲヅドヂセ ゾサソ
トセチ サヅソゼ . ▁▁▁▁▁ サツバナサデセ ゾサトサゾパヅネデセテ .
よゥわゥィ 1
よァエゐゑれゐんれァィ エゎェ ェォんらよェゎェ よチトソゾスコダスチッ トセテ デパダザサデセテ スコチサソ セ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ  トネチ
タソダスチソゾヒチ スシゾサトサデトグデスネチ ェッパジサテ ツッド ドツバゾスソチトサソ デトソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド るソスゼチゲ ゑヒジソゾサ ISPS
サヅダッジソバトセトサテ トッド をエァカ,  ニヅッチソゾゲテ ジソグヅゾスソサテ ダケニヅソ ジケゾサ (10) ダゲチステ サツバ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ, ジセタサジゲ ダケニヅソ
▁▁./ ▁.. /▁▁.., バツネテ サチサタドトソゾグ ツスヅソシヅグナッチトサソ デトセチ ダス  サヅソゼダバ ツヅネト▁.▁▁▁... るソサゾゲヅドヂセ ゾサソ デトセチ
ツヅッデナッヅグ トセテ よチサジバニッド ツッド サツットスタッパチ サチサツバデツサデトッ ダケヅッテ トセテ ツサヅッパデサテ (ネテ  イサヅグヅトセダサ ゐ セ
サヅソゼダ▁▁るソサゾゲヅドヂセ & ネテ イサヅグヅトセダサ ゐゐ  トッ デパチッタッ トセテ ツヅッデナッヅグテ トセテ▁▁▁▁▁▁..)
よゥわゥィ 2
エゐんゎ ♠ ゑゥよエゎェれゐェ 2.1. ゎ ツヅッハツッタッシソズバダスチセ サヂコサ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ ダケニヅソ  ジケゾサ ダゲチステ
サツバ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ,  ザグデスソ トセテ ツヅッデナッヅグテ トセテ よチサジバニッド,  サチケヅニストサソ デトッ ツッデバ トネチ #.........#俉
デドチッタソゾグ ニネヅコテ オイよ ジセタ.  (ダス トソダゲ サチグ サチゼヅネツッヒヅサ ▁ れドヅヒ ニネヅコテ オイよ カ 8.560 サチゼヅネツッヒヅステ ).  エッ
ゾサトサザサタタバダスチッ ツッデバ サチトソデトッソニスコ デトソテ ツヅサシダサトソゾグ ツヅッデナスヅゼスコデステ ドツセヅスデコステ, スゾナヅサデダケチステ デス
サチゼヅネツッヒヅステ, デパダナネチサ ダス トサ ジソサザサタタバダスチサ デトッ イサヅグヅトセダサ ゐ トセテ ツサヅッパデサテ. エッ サチネトケヅネ ツッデバ ザサヅパチスソ
トソテ ツソデトヒデスソテ トッド ゑよれ▁▁▁, ツヅッハツッタッシソデダッパ トッド をエァカ.
2.2. ゑサトグ トセチ ツタセヅネダゲ ツサヅサゾヅサトスコトサソ ナバヅッテ スソデッジゲダサトッテ ▁% スツコ トセテ ゾサゼサヅゲテ デドダザサトソゾゲテ サヂコサテ トネチ
ツヅッデナスヅッダケチネチ ドツセヅスデソヒチ (サナサソヅッドダケチネチ ゾヅサトゲデスネチ ゾサソ オイよ , デパダナネチサ ダス トソテ ジソサトグヂスソテ トセテ
ソデニパッドデサテ チッダッゼスデコサテ ゾサソ ニッヅセシスコトサソ デニストソゾゲ ザスザサコネデセ サツバ トセチ ォツセヅスデコサ).
2.3 ゎ ツヅッデナスヅバダスチセ トソダゲ サチグ サチゼヅネツッヒヅサ シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ, ジスチ ドツバゾスソトサソ デス
サチサツヅッデサヅダッシゲ ゲ サチサゼスヒヅセデセ ゾサゼ バタセ トセチ ジソグヅゾスソサ ソデニパッテ トセテ ェパダザサデセテ.
2.4. ィ よチグジッニッテ ザサヅパチストサソ ダス バタサ トサ ケヂッジサ サデナグタソデセテ ツヅッデネツソゾッパ  ゾサソ サデトソゾゲテ スドゼパチセテ デパダナネチサ ダス
トセチ サヅソゼダ▁▁. るソサゾゲヅドヂセ.
よゥわゥィ 3
イをゎゥキんゎ - るゐゑよゐィをィりゎエゐゑよ イをゎゥキんゎェ 3.1 ゎ ツタセヅネダゲ トッド サチサジバニッド ゼサ シコチストサソ ゾサトグ セダスヅッタッシソサゾバ
ダゲチサ. ェトッソニスコッ ツタセヅネダゲテ シソサ トッチ よチグジッニッ ゼサ スコチサソ セ ツサヅグジッデセ トッド デドチバタッド トネチ  セダスヅゲデソネチ
トドツッツッソセダケチネチ ケチトドツネチ サチグ ダゲチサ  (ザサヅジソッタバシソッ) ドツッシスシヅサダダケチッ ゾサゼケチサ サツバ サドトグ サツバ トッドテ サヅダバジソッドテ
(ドツスパゼドチッ デドチスチチバセデセテ トッド よチサジバニッド ゾサソ ォよをれ ゲ よ/ォよをれ トッド をエァカ), ツッド ゼサ サチサナケヅスソ トソテ ドツセヅスデコステ
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ツッド ツサヅサデニケゼセゾサチ. エッ トコダセダサ スコチサソ サドトバ, ツッド ゼサ ツヅッゾパツトスソ サツバ トソテ ツサヅスニバダスチステ トサゾトソゾケテ ゾサソ ケゾトサゾトステ
ドツセヅスデコステ トセテ デドシゾスゾヅソダケチセテ ダセチソサコサテ ツスヅソバジッド,  ダストヅセダケチステ デス サチゼヅネツッヒヅステ, デパダナネチサ ダス トセチ スチソサコサ
トソダゲ サチゼヅネツッヒヅサテ ツッド ケニスソ ドツッザグタタスソ ッ サチグジッニッテ ダス トセチ ツヅッデナッヅグ トッド.
3.2 ェセダスソヒチストサソ バトソ セ ドツッザッタゲ トッド トソダッタッシコッド ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ ジスチ ダツッヅスコ チサ シコチスソ ツヅッ トセテ
セダスヅッダセチコサテ ツサヅグジッデセテ トッド デドチバタッド トネチ  セダスヅゲデソネチ トドツッツッソセダケチネチ ケチトドツネチ サチグ ダゲチサ  (ザサヅジソッタバシソッ)
シソサ トセチ ツサヅッニゲ ドツセヅスデソヒチ, デパダナネチサ ダス トソテ サツサソトゲデスソテ トセテ ダス サヅソゼダ▁▁. るソサゾゲヅドヂセテ ゾサソ セ スヂバナタセデセ トッド
ゼサ シコチストサソ スチトバテ トネチ ツヅッザタスツバダスチネチ サツバ トッ チバダッ ツヅッゼスデダソヒチ. ェトッ ザサヅジソッタバシソッ ゼサ サチサシヅグナッチトサソ
タスツトッダスヅヒテ ッソ ツヅッデナスヅバダスチステ ドツセヅスデコステ.
3.3 キテ ツヅッテ トサ ジソゾサソッタッシセトソゾグ ツタセヅネダゲテ ゾサソ タッソツグ デトッソニスコサ ソデニパッドチ トサ バデサ サチサナケヅッチトサソ デトソテ ゾスコダスチステ
ジソサトグヂスソテ ゾサソ トセチ るソサゾゲヅドヂセ.

よゥわゥィ 4 るゐよゥゑれゐよ - エィイィェ イよゥィカゎェ ォイゎゥれェゐキァ 4.1 ゎ ジソグヅゾスソサ トセテ デパダザサデセテ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ
デドダナネチスコトサソ ダケニヅソ ジケゾサ ダゲチステ サツバ トセチ ドツッシヅサナゲ トセテ.
4.2 ィ トバツッテ ツサヅッニゲテ ォツセヅスデソヒチ スコチサソ ッソ をソダスチソゾケテ れシゾサトサデトグデスソテ ェッパジサテ, サヅダッジソバトセトサテ をエァカ ツッド
ドツバゾスソチトサソ デトセチ スナサヅダッシゲ トッド ゾヒジソゾサ ISPS.
よゥわゥィ 5
よイィゥゥゐガゎ れゥりィォ ♠ ォイィカゥれキェゎ よァエゐゑよエよェエよェゎェ 5.1 エッ をエァカ, ジソサトセヅスコ トッ ジソゾサコネダサ チサ サツサソトゲデスソ
サツバ トッチ サチグジッニッ トセチ サツッダグゾヅドチデセ トネチ サトバダネチ ツッド ジスチ ツタセヅッパチ トソテ サツサヅサコトセトステ ツヅッハツッゼケデスソテ
スダナグチソデセテ ( デトッタゲ スヅシサデコサテ ダス トセチ スツネチドダコサ トセテ ストサソヅスコサテ ) , デドダツスヅソナッヅグテ ゾサソ サチトソゾサトグデトサデセテ トッドテ
サツバ グタタサ グトッダサ.

5.2 ェス ツスヅコツトネデセ ツッド ッソ ツヅッデナスヅバダスチステ ドツセヅスデコステ ジスチ サチトサツッゾヅコチッチトサソ デトソテ サツサソトゲデスソテ トセテ
るソサゾゲヅドヂセテ ッ よチグジッニッテ ゼサ ゾセヅパデデストサソ ケゾツトネトッテ ゲ / ゾサソ ゼサ ゾサトサツコツトスソ セ スシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ ゾサタゲテ
スゾトケタスデセテ. れツコデセテ トッ をエァカ ケニスソ トッ ジソゾサコネダサ, (タバシネ トセテ ソジソサコトスヅセテ デセダサデコサテ ツッド ケニスソ セ スナサヅダッシゲ トネチ
ダケトヅネチ ゾサソ ジソサジソゾサデソヒチ サデナサタスコサテ デトセ をソダスチソゾゲ れシゾサトグデトサデセ), デス ツスヅコツトネデセ ツッド ッ よチグジッニッテ ジスチ
スゾトスタスコ トソテ ドツッニヅスヒデスソテ トッド, チサ スゾトスタケデスソ トソテ デニストソゾケテ スヅシサデコステ ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ サデナグタスソサテ ゾサソ
ナパタサヂセテ ダス ツヅッデネツソゾバ トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ, ゲ チサ サチサゼケデスソ サドトケテ トソテ ドツセヅスデコステ サツ' スドゼスコサテ デス
グタタッ スヅシッタグザッ, ゾサトサタッシコズッチトサテ デス ザグヅッテ トッド よチサジバニッド トッ サチサタッシッパチ ゾバデトッテ, トッ ッツッコッ ゼサ スゾツコツトストサソ
サツバ トッチ サダケデネテ スツバダスチッ タッシサヅソサデダバ ツタセヅネダゲテ トッド よチサジバニッド ゲ ゾサソ サツバ トセチ スシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ ゾサタゲテ
スゾトケタスデセテ トセテ デパダザサデセテ. よゾバダサ トッ をエァカ ケニスソ トッ ジソゾサコネダサ,  デス ツスヅコツトネデセ ツッド ッ よチグジッニッテ ジスチ
サツッゾサゼソデトグ サダケデネテ ゾグゼス ケタタスソヌセ ゲ ツサヅグタスソヌセ ゲ ツタセダダスタゲ スヅシサデコサ ツッド ゼサ ツサヅサトセヅスコトサソ ゾサソ ゼサ
シチネデトッツッソスコトサソ デス サドトバチ サツバ トッドテ ドツスパゼドチッドテ チサ スツソザグタタスソ デス サドトバチ ツッソチソゾゲ ヅゲトヅサ ツッデッパ バデッ スコチサソ セ
サツットコダセデセ ツケチトス (5) サチゼヅネツッネヅヒチ, ツサヅサゾヅサトッパダスチセ サツバ トセ ダセチソサコサ サダッソザゲ トッド . ェス ツスヅコツトネデセ
ドツットヅッツゲテ, セ ツソッ ツグチネ ヅゲトヅサ ジソツタサデソグズストサソ, スチヒ トッ を.エ.ァ.カ. ジソサトセヅスコ トッ ジソゾサコネダサ ゾサトサシシスタコサテ トセテ
デパダザサデセテ ゲ/ゾサソ ゾゲヅドヂセテ トッド よチサジバニッド スゾツトヒトッド.

よゥわゥィ 6
れりりォゎェれゐェ - れゑカキゥゎェゎ

よ. れりりォゎェゎ ゑよをゎェ れゑエれをれェゎェ : りソサ トセチ ゾサタゲ スゾトケタスデセ トネチ バヅネチ トセテ デパダザサデセテ デパダナネチサ ダス トセチ
るソサゾゲヅドヂセ, ッ よチグジッニッテ ゾサトケゼスデス デトッ をエァカ トセチ ダス  サヅソゼ ▁▁▁▁ ▁..▁.. スシシドセトソゾゲ スツソデトッタゲ ツッデッパ
▁▁.. 俉 トセテ エヅグツスズサテ▁..▁ セ ソデニパテ トセテ ッツッコサテ スコチサソ ジヒジスゾサ (12) ダゲチステ ゾサソ ゾサタパツトスソ トッ 10% トセテ
デドダザサトソゾゲテ サヂコサテ ニネヅコテ オイよ. ゎ サチネトケヅネ スシシパセデセ スツケニスソ ゼケデセ ツッソチソゾゲテ ヅゲトヅサテ ゾサソ ゼサ スツソデトヅサナスコ デトッチ
サチグジッニッ ダストグ トセチ ツタゲヅセ ゾサソ ゾサチッチソゾゲ スゾトケタスデセ トネチ バヅネチ トセテ ツサヅッパデサテ デパダザサデセテ.
ら. れゑカキゥゎェゎ るスチ スツソトヅケツストサソ デトッチ よァよるィカィ , セ スゾニヒヅセデセ トネチ サツサソトゲデスネチ トッド ツッド サツッヅヅケッドチ サツバ
トセチ ツサヅッパデサ デパダザサデセ, ッソ ッツッコステ デドダナネチスコトサソ バトソ スコチサソ サチスゾニヒヅセトステ.
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よゥわゥィ 7
をィゐイィゐ ィゥィゐ  7.1 ゃツッド ジスチ ッヅコズストサソ ジソサナッヅストソゾグ デトセ デパダザサデセ, ソデニパスソ ネテ ケニスソ セ るソサゾゲヅドヂセ ゾサソ ッソ
サツサソトゲデスソテ トセテ ォツセヅスデコサテ デス デドチジドサデダバ ダス トセチ ツヅッデナッヅグ トッド よチサジバニッド, トサ ッツッコサ サツットスタッパチ
サチサツバデツサデトッ ダケヅッテ トセテ ツサヅッパデサテ. 7.2 りソサ トセチ スゾトケタスデセ トセテ ツサヅッパデサテ デパダザサデセテ シソサ ゾグゼス ジソサナッヅグ ツッド
トドニバチ ツヅッゾパヌスソ, サヅダバジソサ ジソゾサデトゲヅソサ ゼサ スコチサソ トサ るソゾサデトゲヅソサ トネチ カサチコネチ. 7.3 ィ よチグジッニッテ ジスチ ケニスソ トッ
ジソゾサコネダサ チサ スゾニネヅゲデスソ デス ッツッソッチジゲツットス トヅコトッ ゾサソ シソサ ッツッソサジゲツットス サソトコサ トサ ジソゾサソヒダサトサ ゾサソ トソテ
ドツッニヅスヒデスソテ トセテ サツバ トセチ ツサヅッパデサ デパダザサデセ.
ゥセトグ デドダナネチスコトサソ バトソ ッ よチグジッニッテ ドツッニヅスッパトサソ デトセチ サツサヅケシゾタソトセ トゲヅセデセ トネチ ジソサトグヂスネチ トセテ スヅシサトソゾゲテ
チッダッゼスデコサテ ゾサソ ソジソサコトスヅサ デトセ ゾサトサザッタゲ トネチ チッダコダネチ サツッジッニヒチ,  トゲヅセデセ トッド チッダコダッド ネヅサヅコッド,
サデナサタソデトソゾゲ ゾグタドヌセ, バヅッソ ドシソスソチゲテ ゾサソ サデナサタスコサテ トネチ スヅシサズッダケチネチ ゾ.タツ. ェス ツスヅコツトネデセ ジス, ツッド
ジソサツソデトネゼスコ ッソサジゲツットス ツサヅグザサデセ トネチ ツヅッセシッドダケチネチ, トッ をエァカ ジソゾサソッパトサソ サダケデネテ ゾサソ サズセダコネテ チサ
ゾサトサシシスコタスソ トセチ ツサヅッパデサ .
ェス ザスザサコネデセ トネチ ツサヅサツグチネ  デドチトグニゼセゾス セ ツサヅッパデサ デパダザサデセ, サチサシチヒデゼセゾス ゾサソ ザスザサソヒゼセゾス  ゾサソ
ドツッシヅグナストサソ バツネテ サゾッタッドゼスコ ゾサソ サツバ トッドテ ジパッ デドダザサタタバダスチッドテ デス トヅコサ (03) バダッソサ ツヅネトバトドツサ デス サツタバ
ナパタタッ ニサヅトソッパ, スゾ トネチ ッツッコネチ トサ ダスチ ジパッ (02) ツサヅケダスソチサチ デトセチ サヅダバジソサ ォツセヅスデコサ トッド をエァカ トッ ジス グタタッ
ケタサザス ッ スゾツヅバデネツッテ トセテ サチサジバニッド ツッド ジセタヒチスソ バトソ スチスヅシスコ シソサ タッシサヅソサデダバ トセテ.

りソサ トッ をエァカ りソサ トッチ よチグジッニッ
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イよゥよゥエゎんよ  れほ
れシシドセトソゾケテ スツソデトッタケテ

11.. ォォツツババジジススソソシシダダササ れれシシシシドドセセトトソソゾゾゲゲテテ れれツツソソデデトトッッタタゲゲテテ ェェドドダダダダスストトッッニニゲゲテテ
ィチッダサデコサ エヅグツスズサテ ......................▁▁............ ゑサトグデトセダサ.......▁...............................

ゎダスヅッダセチコサ ケゾジッデセテ ..................................
イヅッテ

をソダスチソゾバ エサダスコッ ァ. カサチコネチ
エよカ. る/ァェゎ : イスヅコジッド 24
エ.ゑ.: 73100 カよァゐよ

れりりォゎエゐゑゎ れイゐェエィをゎ ェォんんれエィカゎェ よゥ ▁.......... れォゥ暿 .▁..▁▁........

みニッドダス トセチ トソダゲ チサ デサテ シチネヅコデッドダス バトソ スシシドヒダスゼサ ジソサ トセテ ツサヅッパデサテ スツソデトッタゲテ サチケゾゾタセトサ ゾサソ サチスツソナパタサゾトサ,
ツサヅサソトッパダスチッソ トッド ジソゾサソヒダサトッテ トセテ ジソサソヅケデスネテ ゾサソ ジソズゲデスネテ ドツケヅ
(デス ツスヅコツトネデセ ダスダッチネダケチセテ
ストサソヅスコサテ)
エセテ れトサソヅスコサテ..............▁▁..................る/チデセ.. .....................................
ゲ (デス ツスヅコツトネデセ ゲ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ) トネチ れトサソヅスソヒチ :
1. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
2. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
3. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..

ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ, サトッダソゾグ シソサ ゾグゼス ダコサ サツバ サドトケテ ゾサソ ネテ サタタセタケシシドサ ゾサソ スソテ ッタバゾタセヅッ
ドツバニヅスネチ ダストサヂパ トッドテ スゾ トセテ ソジソバトセトサテ トッドテ ネテ ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ ゾサソ ダケニヅソ トッド ツッデッパ トネチ
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.. スドヅヒ, シソサ トセチ デドダダストッニゲ デトッチ ジソスチスヅシッパダスチッ ジソサシネチソデダバ トセテ ▁ / ▁. /▁▁ «りソサ トセチ サチグジスソヂセ
サチサジバニッド ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ デパダナネチサ ダス トッチ ゾヒジソゾサ ISPS トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ェッパジサテ,
サヅダッジソバトセトサテ をエァカ».

ゎ ツサヅッパデサ スシシパセデセ ゾサタパツトスソ ゾサゼ' バタッ トッチ ニヅバチッ ソデニパッテ トセテ, ダバチッ トソテ サツバ トセチ デドダダストッニゲ デトッチ サチネトケヅネ
ジソサシネチソデダバ サツッヅヅケッドデステ ドツッニヅスヒデスソテ トセテ (デス ツスヅコツトネデセ ダスダッチネダケチセテ ストサソヅスコサテ) スチ タバシネ れトサソヅスコサテ ゲ (デス
ツスヅコツトネデセ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ) トネチ ストサソヅスソヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ サトッダソゾグ シソサ ゾグゼス ダコサ サツバ
サドトケテ ゾサソ ネテ サタタセタケシシドサ ゾサソ スソテ ッタバゾタセヅッ ドツバニヅスネチ ダストサヂパ トッドテ スゾ トセテ ソジソバトセトサテ トッドテ ネテ ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ
ゲ ェパダツヅサヂセテ.

エッ ツサヅサツグチネ ツッデバ トセヅッパダス デトセ ジソグゼスデセ デサテ ゾサソ ゼサ ゾサトサザタセゼスコ ッタソゾグ ゲ ダスヅソゾグ ニネヅコテ ゾサダコサ サツバ ダケヅッテ ダサテ
サチトコヅヅセデセ ゲ ケチデトサデセ ゾサソ ニネヅコテ チサ スヅスドチセゼスコ トッ ザグデソダッ ゲ ダセ トセテ サツサコトセデセテ ダケデサ デス トヅスソテ (3) セダケヅステ サツバ サツタゲ
ケシシヅサナセ スソジッツッコセデゲ デサテ.

ェス ツスヅコツトネデセ ゾサトグツトネデセテ トセテ スシシパセデセテ トッ ツッデバ トセテ ゾサトグツトネデセテ ドツバゾスソトサソ デトッ スゾグデトットス ソデニパッチ ツグシソッ トケタッテ
ニサヅトッデゲダッド.

よツッジスニバダサデトス チサ ツサヅサトスコチッドダス トセチ ソデニパ トセテ スシシパセデセテ パデトスヅサ サツバ サツタバ ケシシヅサナッ トセテ ォツセヅスデコサテ デサテ, ダス トセチ
ツヅッハツバゼスデセ バトソ トッ デニストソゾバ サコトセダグ デサテ ゼサ ダサテ ドツッザタセゼスコ ツヅソチ サツバ トセチ セダスヅッダセチコサ タゲヂセテ.
ゎ ツサヅッパデサ ソデニパスソ ダケニヅソ ゾサソ トセチ ............/........../...............
(ェゎんれゐ暿ェゎ: りソサ トセチ エヅグツスズサ ッ ニヅバチッテ ソデニパッテ ツヅケツスソ チサ スコチサソ ダスシサタパトスヅッテ ゾサトグ ケチサ (1) ダゲチサ トッド ニヅバチッド

ソデニパッテ トセテ ツヅッデナッヅグテ, バツネテ デニストソゾグ サチサナケヅストサソ デトセ る/ヂセ).
らスザサソッパトサソ (んィァィ りゐよ エゐェ れををゎァゐゑれェ エゥよイれろれェ) ドツスパゼドチサ バトソ トッ ツッデバ トネチ スシシドセトソゾヒチ ダサテ スツソデトッタヒチ ツッド
ケニッドチ  ジッゼスコ デトッ るセダバデソッ ゾサソ トサ ァ.イ.る.る.  デドチドツッタッシコズッチトサテ ゾサソ トッ  ツッデバ トセテ ツサヅッパデサテ, ジスチ ドツスヅザサコチスソ トッ
バヅソッ トネチ スシシドゲデスネチ ツッド ケニスソ ゾサゼッヅソデゼスコ サツバ トッ ォツッドヅシスコッ ィソゾッチッダソゾヒチ シソサ トセチ エヅグツスズグ ダサテ.

(れヂッドデソッジットセダケチセ
ドツッシヅサナゲ)
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2. ォォツツババジジススソソシシダダササ れれシシシシドドセセトトソソゾゾゲゲテテ れれツツソソデデトトッッタタゲゲテテ ゑゑササタタゲゲテテ れれゾゾトトケケタタススデデセセテテ ェェパパダダザザササデデセセテテ
ィチッダサデコサ エヅグツスズサテ ......................▁▁............ ゑサトグデトセダサ.......▁...............................

ゎダスヅッダセチコサ ケゾジッデセテ ..................................
イヅッテ  をソダスチソゾバ エサダスコッ ァ. カサチコネチ
エよカ. る/ァェゎ : イスヅコジッド 24
エ.ゑ. : 73100 カよァゐよ

れりりォゎエゐゑゎ れイゐェエィをゎ ゑよをゎェ れゑエれをれェゎェ よゥ ▁.......... れォゥ暿 ....▁..▁▁........
みニッドダス トセチ トソダゲ チサ デサテ シチネヅコデッドダス バトソ スシシドヒダスゼサ ジソサ トセテ ツサヅッパデサテ スツソデトッタゲテ サチケゾゾタセトサ ゾサソ

サチスツソナパタサゾトサ, ツサヅサソトッパダスチッソ トッド ジソゾサソヒダサトッテ トセテ ジソサソヅケデスネテ ゾサソ ジソズゲデスネテ ドツケヅ
(デス ツスヅコツトネデセ ダスダッチネダケチセテ ストサソヅスコサテ)
エセテ れトサソヅスコサテ..............▁▁.................. る/チデセ.. ▁▁▁........... ....... ........ .......
ゲ (デス ツスヅコツトネデセ  ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ) トネチ れトサソヅスソヒチ :
1. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
2. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
3. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..る/チデセ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁..
ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ, サトッダソゾグ シソサ ゾグゼス ダコサ サツバ サドトケテ ゾサソ ネテ サタタセタケシシドサ ゾサソ スソテ
ッタバゾタセヅッ ドツバニヅスネチ ダストサヂパ トッドテ スゾ トセテ ソジソバトセトサテ トッドテ ネテ ダスタヒチ トセテ ゑッソチッツヅサヂコサテ ゲ ェパダツヅサヂセテ ゾサソ
ダケニヅソ トッド ツッデッパ トネチ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.. スドヅヒ, シソサ トセチ ゾサタゲ スゾトケタスデセ トセテ デパダザサデセテ ツッド サナッヅグ デトッ
ジソサシネチソデダバ トセテ ▁ / ▁. /▁▁ «りソサ トセチ サチグジスソヂセ サチサジバニッド ツサヅッニゲテ ドツセヅスデソヒチ ナパタサヂセテ デパダナネチサ ダス トッチ
ゾヒジソゾサ ISPS トセテ をソダスチソゾゲテ れシゾサトグデトサデセテ ェッパジサテ, サヅダッジソバトセトサテ をエァカ», デドチッタソゾゲテ サヂコサテ ▁▁▁▁▁........
スドヅヒ.

エッ サチネトケヅネ ツッデバ トセテ スシシパセデセテ トセヅスコトサソ デトセ ジソグゼスデゲ デサテ, トッ ッツッコッ ゾサソ ドツッニヅスッパダサデトス チサ デサテ
ゾサトサザグタッドダス ッタソゾグ ゲ ダスヅソゾグ ニネヅコテ ゾサダコサ サツバ ダケヅッドテ ダサテ サチトコヅヅセデセ ゲ ケチデトサデセ ゾサソ ニネヅコテ チサ スヅスドチセゼスコ
トッ ザグデソダッ ゲ ダセ トセテ サツサコトセデゲテ デサテ, ダケデサ デス トヅスソテ (3) セダケヅステ サツバ トセチ ケシシヅサナセ スソジッツッコセデゲ デサテ.

ゎ ツサヅッパデサ ソデニパスソ ダケニヅソテ バトッド サドトゲ ダサテ スツソデトヅサナスコ ゲ ダケニヅソテ バトッド タグザッドダス ケシシヅサナセ ジゲタネデゲ デサテ
バトソ ダツッヅッパダス チサ ゼスネヅゲデッドダス トセチ エヅグツスズグ ダサテ サツサタタサシダケチセ サツバ ゾグゼス デニストソゾゲ ドツッニヅケネデセ.

ェス ツスヅコツトネデセ ゾサトグツトネデセテ トセテ スシシパセデセテ, トッ ツッデバ トセテ ゾサトグツトネデセテ ドツバゾスソトサソ デトッ スゾグデトットス ソデニパッチ
ツグシソッ トケタッテ ニサヅトッデゲダッド.
らスザサソッパトサソ (んィァィ りゐよ エゐェ れををゎァゐゑれェ エゥよイれろれェ) ドツスパゼドチサ バトソ トッ ツッデバ トネチ スシシドセトソゾヒチ ダサテ スツソデトッタヒチ
ツッド  ケニッドチ  ジッゼスコ デトッ るセダバデソッ ゾサソ トサ ァ.イ.る.る.  デドチドツッタッシコズッチトサテ ゾサソ トッ  ツッデバ トセテ ツサヅッパデサテ, ジスチ
ドツスヅザサコチスソ トッ バヅソッ トネチ スシシドゲデスネチ ツッド ケニスソ ゾサゼッヅソデゼスコ サツバ トッ ォツッドヅシスコッ ィソゾッチッダソゾヒチ シソサ トセチ
エヅグツスズグ ダサテ.

(れヂッドデソッジットセダケチセ
ドツッシヅサナゲ)

-/- (トケタッテ ゾスソダケチッド ジソサゾゲヅドヂセテ)

よツッデトケタタストサソ シソサ ジセダッデコスドデセ:
1. よヅダバジソッ ォツグタタセタッ をエァカ シソサ トセチ サツッデトッタゲ デトッ ltnx.gr
2. よヅダバジソッ ォツグタタセタッ をエァカ シソサ トッ ツヅバシヅサダダサ «るゐよォりれゐよ»
3. よヅダバジソッ ォツグタタセタッ をエァカ シソサ トッ eprocurement.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΧΠΖΟΡΕ4-ΕΩ0


