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                                   ぅなとにΜλΜΜKάΜゅゝとぬなこへΜ》なこhkきhにΜそhせΜ】とせつはつせそかにΜ〈kmえたせkしにΜ 
                                           eせまなことΜ】とぬlなとぬちえつしΜ 
 

                                】とせつέkしΜλΜίとつ  【て ゃヾてにとけふ  ぁすせてちてたすせほち 《にうけけiそて 〈iちすこえそて  
                                                 2とつ  Ko ゃヾてにとけふ ぃとてjkgjかgな kてに ぃてそかkさ ゅとおjkて ぃgヾてにkjお  
                                                 3てち  【て ゃlにヾてにとけふ ぁすせてちてたすせほち  fかそすヾヾて ぇgぬすちかhさ  
                                                 4とつ  【て ゃlにヾてにとけふ  《とけgjかgな せgす 【てすちのちすせおな ]jlうそすjさな 【のうちちさ 【てにkjてへせて  
                                                 5とつ  Kて ゃlにヾてにとけふ ぃとてjkgjかgな kてに ぃてそかkさ 《たたgちてにおそ ‘ぁしのちg            
                                                 6てち  【て 〉すiにしにちkお diちすせお 〉すiにήちjさな ぇにちkうつiのち diちすせてへ 】てけすjkさとかてに kてに 【とうkてにな 
                                                 7とつ  【て 〉すiにしにちkお 【gちてちすjたてへ ぇkとgkすのkすせほち Τ ヾてそiたすせほち ぇにちkうつiのち dέ】έ【έ      
                                                 8とつ  【て ]とぬさけふ ぃέぇέ ‒ヾてちうkjて ぃgちgけすほkさ.     
                                                 9とつ  ぃてそすkすせてへな  fてとiかな -]έ〉έ《έ〉έゃέ– ぃέぁέ《έゃέぃέぇέ- ぃとのkήたすiな 《ちほjiすな- ‒έ‒έ《έ                
           

            f》｠〈ΜλΜゅゝとたとこせkちへにΜ ぉぬつlえてせちしにΜゅゝしなjkきhにΜ 
 

   】ほなせjΜゅゝとぬなこお 
   ╉ヾiすkg gヾふ iちさたえとのjさ ヾてに iかぬgたi gヾふ gとせikてへな jにちkgつすてへぬてにな jにちghえそlてにな, たgな gちglえとしさせi kて 
けiけてちふな ふkす jkすな jにちkgつすてhてkすせえな ヾとうつiすな kのち ヾにとてjくijkすせほち にヾgそそおそのち gヾふ kて くgしたふ kてに ヾにとてちふたてに せgす 
せうkの, さ ヾとてjgへつさjさ kてに たさちすgかてに jにちkうつすたてに たすjしてへ せgkう 3/35 ヾてに ヾgとえぬikgす たi くうjさ kさち ヾgとうけとglて 3 
kてに うとしとてに 42 kてに ぃέ〉έ169/2007  (【ほhすせgな ぃてそすkすせほち せgす ぇkとgkすのkすせほち ぇにちkうつiのち), hiち にヾてそてけかこikgす のな 
ヾとgけたgkすせお jにちkうつすたさ にヾさとijかg.  
   『 iつえそすつさ gにkお えぬiす のな gヾてkえそijたg, てす ヾとてgちgliとふたiちてす jにちうhiそlてす jkさち ヾそiすてねさlかg kてにな, ちg たさち 
iたヾかヾkてにち jkさち iつgかとijさ gヾふ kさ たiかのjさ kさな せへとすgな jへちkgつさな ヾてに にヾiとくgかちiす kg 1.000 iにとほ, せgkう 40% 
gヾふ 1.11.2011, ji ふjてにな jにちkgつすてへぬてにな hiち えぬてにち jにたヾそさとほjiす kて 55と えkてな kさな さそすせかgな, ふヾのな てとかこikgす 
gヾふ kて うとしとて 1 kてに ちふたてに 4024/2011, ヾてに すjぬへiす せgす けすg ふjてにな にヾgそそおそてにな kてに ぃέぇέ jにちkgつすてhてkおしさせgち 
たi kさ jにたヾそおとのjさ kてにそうぬすjkてち kとすうちkg ヾえちki ikほち (35) jにちkうつすたさな にヾさとijかgなέ  
   eiのとてへたi gヾgとうhiせkて kて けiけてちふな ちg たさち hすiにせとすちかこikgす gヾふ kさち ヾとてgちgliとふたiちさ ちてたてしikすせお とへしたすjさ 
ふkす さ ヾとてjgへつさjさ kさな jへちkgつさな kのち えちjkてそのち, せgしほな せgす kのち ヾにとてjくijkほち gヾふ kて くgしたふ kてに ヾにとてちふたてに 
せgす せうkの せgkう 3/35 kてに たさちすgかてに jにちkうつすたてに たすjしてへ kてにな, ilふjてち えぬてにち jにたヾそさとほjiす 2ήjlか ヾとgけたgkすせお 
jにちkうつすたさ にヾさとijかg jへたlのちg たi kさち ヾgとうけとglて 3 kてに うとしとてに 42 kてに 【ほhすせg ぃてそすkすせほち せgす ぇkとgkすのkすせほち 
ぇにちkうつiのち, そてけかこikgす のな ヾとgけたgkすせお jにちkうつすたさ にヾさとijかg せgす ふぬす のな gヾそお ヾとてjgへつさjさ.  
 

   】ほなせjΜゅゝとぬなこお 
   『 ヾgとうたikとてな gにkお gヾてkiそiか ちてたてしikすせお gkえそiすg せgす hiち gちkすせgkてヾkとかこiす kて ヾとgけたgkすせふ せgす せへとすて 
ヾiとすiぬふたiちて kさな けiちすせふkiとさな jにちkgつすてhてkすせおな ちてたてしijかgな, ふヾのな gヾてhiすせちへiki うそそのjki せgす gヾふ kすな 
hすgkうつiすな kさな ヾgとgけとうlてに 4 kてに うとしとてに 40 kてに ぃέ〉έ 169/2007, けすg そてすヾえな ヾとてjたikとてへたiちiな jにちkうつすたiな 
にヾさとijかiな.   
   ぇkさ くうjさ kのち ヾgとgヾうちの せgす kてに hかせgすてに gすkおたgkてな kのち jにちkgつすてへぬのち jにちghえそlのち たgな, こさkうたi て 
にヾてそてけすjたふな kてに jにけせiせとすたえちてに ぬとてちすせてへ hすgjkおたgkてな (lなせjlきhΜ 】とつiほたし), ちg そてけかこikgす のな ヾとgけたgkすせお 
jにちkうつすたさ にヾさとijかg けすg ふjてにな jにちghえそlてにな kさ hすせgすてへちkgす, ヾとてせiすたえちてに ちg にヾうとぬiす iちgとたふちすjさ たi kて 
ヾちiへたg kさな ちてたてしikすせおな hすうkgつさな jkさち くうjさ kてに てヾてかてに えけすちi さ ぬてとおけさjさな kさな ヾとてjgへつさjさな.   
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