
公告　第　32　号

27.　12.　18

支出負担行為担当官

防衛省防衛研究所企画部総務課

会計室長　森　　伊　知　朗　二、.

公　　　告

下記により入札に付します。

記

1　入札方式　一般競争入札

2　入札日時　平成28年　1月18日(月)14:00

3　入札場所　防衛省防衛研究所戦史研究センター大会議室(戦史研究センター3階)

東京都目黒区中目黒2-2-1

4　参加資格

(l)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当

する。

(2)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)　平成25・26・27年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に格

付けされ、関東・甲信越地域の参加資格を有する者。

(4)　防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて

いる期間中の者でないこと。

(5)　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(6)　労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

5　入札方法　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する金額を加算した金

額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落

札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6　入札保証金及び契約保証金　免除

7　入札の無効　4の参加資格の無い者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

8　契約書作成の要否　　要

9　適用する契約条項　　物品売買契約条項

談合等の不正行為に関する特約条項

暴力団排除に関する特約条項

10　入札に付する事項

(1)　件　　名　　　　　カードケース(A4硬質)ほか96品目

(2)　規格・数量等　　　内訳書のとおり



(3)　納入場所　　　　　防衛省防衛研究所

(4)　納　　期　　　　　平成28年　3月18日

11　その他

(1)入札参加希望者は下記担当者まで連絡し、資格審査結果通知書(写)を提出すること。

(2)同等品で応札する場合は、1月　8日(金)16:00までに申請すること。

(3)郵便による入札の場合は、入札日時までに必着のこと。

(4)本書記載事項の詳細については、下記担当者まで問い合わせること。

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室会計第3係　植田

TEし.03-5721-7OO5　内線6456　FAX.03-3713-1760



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

1 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ｄ�HﾖH���スマートバリューDO62J-A4 (10枚入) プラスPC-204C(1枚) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �����枚 枚 ��ｲ� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

音2 �4ｨ6(5��ｸ7ﾘ6(6r��B��ゾヨインテックスBO59J鵜A4 プラスCS-A4(グリーン) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#���� ��

3 �4ｸ8�6X�ｸ7b姥｢��オカモトNo.452RC セキスイN601Ⅹ03 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 田��巻 �｢� ��

4 �5ｸ8�4�8ｨ6(7b淫ﾂ��スマートバリューB299J- SlOOO(1000個/箱) プラスCP-308(1000個/箱) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����箱 �� ��

5 �5h88�ｸ7h7�985h8ｲ�ぺんてるAZ125-D ゼブラKRM葛1OO-G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��本 �� ��

6 �5�5�987i�B異R��コクヨIP-612D シャチハタHGN-2(黒) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����個 �� ��

7 �5�5�987i�B��B��コクヨIP-612R シャチハタHGN-2(赤) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��個 �� ��

8 9 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSTK-5P(9mm) (5個/箱) ���箱 �� ��ｩw�V��

テフラカートリッジ �4ﾈ984�5x8�5DｲﾓU���&ﾖﾒ��スﾌ"����1 價�� ��専用品 

10 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSTK-5P(18mm) (5個/箱) 鳴�箱 �� ��ｩw�V��

11 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSTK-5P(24mm) (5個/箱) 匪ss言三「 �2�箱 �� ��ｩw�V��

12 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r����箱 �� ��ｩw�V��

13 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSSK-5P(12mm) (5個/箱) ���箱 �� ��ｩw�V��

14 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSSK-5P(18mm) (5個/箱) ���箱 �� ��ｩw�V��

15 �6h5�4�7ﾘ6(6r�ライオンNo.127-PRM コクヨマー827NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1200皿mX700皿Ⅲ) �#B�枚 �� ��

16 �6h5�4�7ﾘ6(6r�ライオン‰.3-PRM コクヨマー1813M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1370血X635血) �3��枚 �� ��

小　　計 �� �� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

17 �6h5�4�7ﾘ6(6r�ライオンNo.147-PRM コクヨマー847NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1400ⅢnX700血) ��r�枚 ����

18 �6h5�4�7ﾘ6(6r�ライオンNo.2-PRM コクヨマー812NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1460血X730Ⅲn) ����枚 �� ��

19 �6h5�4�7ﾘ6(6r�セントラルC-168W コクヨマー1868M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1600mX800m血) ��2�枚 �� ��

20 �6h5�4�7ﾘ6(6r�ライオンNo.167-PRM コクヨマー867NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ1600皿mX700脚) 鼎r�枚 �� ��

21 �6ﾘ�ｸ6r�#YX�,ｨﾇ"��スマートバリューPO41J アピカ6A3FE 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��冊 �� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

22 �,ﾈ.ｈ6X�ｸ7h���トンボ鉛筆PN-IP ニチバンTN-TE8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��個 �� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

23 �,ﾈ.ｈ6X�ｸ7h�w��ｩw�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r��トンボ鉛筆PR-IP ニチバンTN「TE8S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (M.22に対応する製品) �#���個 �� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"��8ｴﾈ,ﾈｶﾉ�iw��

24 �7�487h�7H4�488ｲ��BﾔR�66ﾒ�キングジム2483A コクヨフーRT635B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��冊 �� ��

25 �7�487h�7H4�488ｲ��BﾔR天6ﾒ�キングジム2485A コクヨフーRT655B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��冊 �� ��

26 �7�487h�7H4�488ｲ��Bﾕ2�66ﾒ�キングジム2473A コクヨフーRT630B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��冊 �� ��

27 �7�487h�7H4�488ｲ��Bﾕ2天6ﾒ�キングジム2475A コクヨフーRT650B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��冊 �� ��

28 �7�487h�7H4�488ｲ��Bﾕ2吐6ﾒ�キングジム2476A コクヨフーRT660B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��冊 �� ��

29 物�7H4�488ｲ�スマートバリューD182J-Bし LIHITLAB.F-347 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��冊 �� ��

30 �8ﾈ7ﾈ�ｸ6x7�6(6��ｪ96I'"�%����コクヨレー116A プラスRE-250A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��冊 �� ��

31 刄pナソニックしR2OXJ/2SE(2本人) TOSHIBALR20HS2KP(2本 人) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 田��個 �� ��

32 佗XﾏX7ﾘ�ｸ4ｨ�ｲ榎竰�ゼブラWKCRl-G 三菱鉛筆PUS-1OIT(N).6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��本 �� ��

」　小計 �� �� ��ー 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

33 佗XﾏX7ﾘ�ｸ4ｨ�ｲ郁r��ゼブラWKCRl-PU 三菱鉛筆PUS-1OIT(N).12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��本 �� ��

34 倡x5H6(4邃ﾒ��ジョインテックスB249J-M5 (5個人) プラスKM-302C(5値入) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��袋 �� ��

35 �8ｭ87ｨ8ｸ5��ｲ�三菱鉛筆HしD502.1 シャチハタCPH-A6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����個 ��一 ��

36 偃�?r�8ｭ87ｨ8ｸ5��ｹw���三菱鉛筆HしS252(2個人) シャチハタCPH-RC(2個人) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (M.35に対応する製品) 鉄��個 個 �� ��8ｴﾈ,ﾈｶﾉ�iw��

37 傲�+X588��トンボ鉛筆PE-03A コクヨケシー3N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 田���� ��

38 �7h8ｨ985��ｸ8�7�8ｲ���l｢��プラスME-501T (100枚/冊) ����冊 �� ��
(86.4×50.8) �4x�ｸ8�93sc#������hr�ｲ��iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�

39 �7h8ｨ985��ｸ8�7�8ｲ��)l｢��プラスME-507T (100枚/冊) ����冊 �� ��
(86.4×42.3) �4x�ｸ8�93sc#�"����hr�ｲ��iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�

40 41 �7h8ｨ985��ｸ8�7�8ｲ�#Il｢��プラスME鵜506T (100枚/冊) ����冊 �� ��
(70×33.9) �4x�ｸ8�93sc3#B����hr�ｲ��iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�

プリンターラベル(透明) �4x�ｸ8�93#イ#b���hr�ｲ��iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�20 倚ｲ� �� 

42 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92��"��ゼブラBNll(青) ぺんてるBXlO7(青) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��本 �� ��

43 ��ｩ(Xﾝﾂ姻XｭB��スリーエムジャパン7004S コニシ#04613 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����本 �� ��ｲ�

44 �.斡ｲ�3�6ﾒ��コクヨGY-GBAl11B プリティ社ECN-3010 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����本 �� ��

45 儺ﾘ7�92�トンボ鉛筆GCD-121 ペンテルSESW25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����本 �� ��

46 几ﾉlｨ6X�ｸ7b�ニチバンNW-10 コクヨT-210 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����個 ��ー ��

47 几ﾉlｨ6X�ｸ7b�ニチバンNW-15(10個/箱) コクヨT-E215(10個/箱) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�箱 �� ��

48 �7ｨ6(6�4ﾈ5��プラスST-010Ⅹ(ブルー) マックスHD-10FS/B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����個 �� 亦�

49 �7h8ｨ985��ｸ8�7�8ｲ�)l｢��東洋印刷C2i(500枚) ヒサゴEしMOO2(100枚) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄���枚 ��X��������� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

小　　計 儘���� �� �� 



番号 50 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬�痛%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

捺印マット �4�8�4X945"ﾔ萼�綴$ﾂ�5H987ﾈ�ｴﾒﾓ��iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�10 冑r� �� 

51 �>h�87ﾘ6(6r�シャチハタIM-1 サンポーM-21 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����枚 �� ��

52 53 54 冖ﾈ謇w�鐫閲ﾉl｢��エーワン51862(50枚/冊) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��冊 �� ��

洋封筒 ハガキサイズ用紙 �4�4ﾈ6廼Bﾓ"���hr�7�6(4竰�7ﾘ8ｸ4�488��ｳ�"���hr�7�6(4竰�iH,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-竰�40 ��X684�� �� 

スマートバリューAO50J (100枚/包) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�包 �� ��

55 冦ｨ�(+X8�7�8ｸ�R�ヒサゴGB2401(50枚) コクヨ“KJ-SHBIO4-5N (5枚) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �����枚 閉� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

56 佩ｨ��6�8鋳�オープンKS-5-RD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��個 �� ��

57 佩ｨ���5�8ﾂ飲�*ｸｫx*iw���オープンKS-5T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鼎��枚 �� ��8ｴﾈ,��陌�+x.����.�,ﾂ�

58 �7ﾈ�ｸ6x8ﾈ�ｸ6y�H鐫�(株)チクマV-207(2面) ハクバ写真産業M27O-SQ2し-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��個 ��ー ��

59 �7�986��ライオンEP-55(ブラック) ESCOEA762MC-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���個 �� ��

60 賠�5(�ｸ6x鐫�HPC602OB 中川製作所0000-20B-H34A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���本 �� ��

61 ��ﾈ�9w�鑄�9��w��タカ印10-1177(100枚/箱) ササガワ10-1177 (100枚/箱) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�箱 �� ��

62 播�にw�48984�7H488ｸ8��パナソニック　KX-FAN190W 迭�本 �� ��ｩw�V��

63 ����ｸ7H8�6(6x7H4�488ｲ�スマートバリューDO23J(ブルー) (10冊/パック) クラウンCR-FPA4S-BLXlO (10冊/パック) 又畦同等以上のもの(他社の製品を含む) ��s2�パック �� ��

64 �4�8ｨ4�7ﾈ5�6(6r�ライオンCし-303M (5枚/パック) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄��パック �� �.ｨ7ﾘ6�*�.��

65 �4�8ｨ4�7ﾈ5�6(6r�LIHITしAB. N-2102(10枚/パック) LIHITLAB. N-2101(10枚/パック) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む), �#��パック �� ��

66 �6I:陌ITﾘﾞﾘ.��アスカEPS4OOBK ナカバヤシDPS-211KB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���個 �� ��

小　　計 �� �� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

67 ��サンピー　EN-S5 ����個 �� ��エンドレススタンプ �5(4�8����2ﾓ��R�

又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 

68 ��松浦産業　300W 塔��巻 �� ��ビニールひも �5ｨ4ﾈ5�48��4x5(7ﾘ�ｸ4薤�ﾓs3��

又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 

69 �6h5�4�7ﾘ6(6r�コクヨデスクマット軟質(オルフィン・透明) セントラルスカイマット再生ニューエコタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ700mmX1500鵬m) ���枚 �� �4ｨ5�8ﾘ4�ｩ��d��

70 �6h5�4�7ﾘ6(6r�コクヨデスクマット軟質(オルフィン・透明) セントラルスカイマット再生ニューエコタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ780m爪X695mm) ���枚 ���4ｨ5�8ﾘ4�ｩ��d��

71 �6h5�4�7ﾘ6(6r�コクヨデスクマット軟質(オルフィン・透明) セントラルスカイマット再生ニューエコタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ790mmXllOO皿) �"�枚 枚 �� �4ｨ5�8ﾘ4�ｩ��d��

72 �6h5�4�7ﾘ6(6r�コクヨデスクマット軟質(オルフィン・透明) セントラルスカイマット再生ニューエコタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ610mmXlO30mm) 偵����‾ �4ｨ5�8ﾘ4�ｩ��d��

73 �6h5�4�7ﾘ6(6r�コクヨデスクマット軟質(オルフィン・透明) セントラルスカイマット再生ニューエコタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (天板適応サイズ840m肌X1700mm) ���枚 �� �4ｨ5�8ﾘ4�ｩ��d��

74 ��飲�7ｨ8ｸ5��ｲ�ナカバヤシFSS-A4-B アコルデ‰.454Cし(デ)ト) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����冊 �� ��

75 冖ﾈ謇w�鐫�エーワン51276(100枚/冊) プラスMC-K7OIT (100枚/冊) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) マックスHD-11FL/B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �"�冊 �� ��

76 �7ｨ6(6�4ﾈ5���"�個 �� 鼎�hy-H+b�

77 �7ｨ6(6�4ﾈ5��｢�マックスNo.11-1M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��個 �� 鼎�hy-H+b�

78 �4�8ｨ4��ｸ7ｨ8ｸ5��山口工業YG-10-10 (10枚/パック) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�パック �� 冖ﾈ謌7ﾈ5�6(6yWB�YWB��

79 �4�8ｨ4��ｸ7ｨ8ｸ5���(ﾈｨ*�*ｲ�キングジム780-100(100枚) コクヨフー750(50枚) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �����枚 �� �:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

80 �6X7h8�7ﾘ4�6ﾈ6(6x6X�ｸ7b�キングジム　SJ18S　(18mm) ��"�個 �� ��ｩw�V��

81 �6X7h8�7ﾘ4�6ﾈ6(6x6X�ｸ7b�キングジム　SJ24S　(24mm) �2�個 �� ��ｩw�V��

82 �6X7h8�7ﾘ4�6ﾈ6(6x6X�ｸ7b�キングジム　SJ36S　(36mm) �2�個 �� ��ｩw�V��

83 �7H8�6(6x7H4�488ｲ��Bﾕ2��スマートバリューDO17J (10冊/パック) プラスN0.021N(10冊/パック) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��パック �� ��h轌.�,�+R�

小　　計 ��.l � �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�Y%�犬��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

84 侏ｸｾ��Eｹ^ｲ�ニームラ14-BA4見通帳簿 50頁 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���冊 �� ��

小　　計 �� ��「‾‾‾ ��‾ 



内　訳　書

番号 ��ﾉV�����kﾂ�規　　格 ��I|ｨ�i%�犬�単　価 仞���ｧ｢�備　考 

85 �488�5�6x8ﾈ�ｸ5h8x987ｸ�ｸ6ｃ�ﾖﾒ��ミューズ イラストレーションボードS 1mm厚B「 �3�hr� �� 

86 �488�5�6x8ﾈ�ｸ5h8x987ｸ�ｸ6ｃ&ﾖﾒ��ミューズSS2mm厚 KMKケントボードBl 両面白(5枚セット) �)�r� �� 

87 儉)mｩUﾈ鐫�セキレイ極上美濃判 100枚/包 鉄�^�� �� 

88 �*ﾘ.�-ﾙvﾙKﾈ鑄��#I<�ﾏｩ62�西ノ宮(株)5〇〇枚/包 ��Y^�� �� 

89 �7)?�5�4893�ｸ��キハラ81530-0 ���ﾌ"� �� 

90 冑8鏗�キハラ82220-0 ��8ﾌ"� �� 

91 乂�ｭｹ(i�ｸ鑄8�7�8ｸ���B�キハラ角丸中性紙ラベル 赤25シート 60533-R 妬�r� �� 

92 乂�ｭｹ(i�ｸ鑄8�7�8ｸ��ﾚ��キハラ角丸中性紙ラベル 紺25シート 60533-N ����r� �� 

93 乂�ｭｹ(i�ｸ鑄8�7�8ｸ��|��キハラ角丸中性紙ラベル 緑25シート 60533-丁 ����r� �� 

94 乂�ｭｹ(i�ｸ鑄8�7�8ｸ���"�キハラ角丸中性紙ラベル 青25シート 60533-B �9�r� �� 

95 �7X6(4�7ﾈ5�6(6x��k9&��キハラブックポケット無地 (100’0枚/箱)14813-Y 添J�� �� 

96 �:yk�7ﾈ5�6(6x���b�コレクトA6用(CF-660) 3〇枚入、 ��Y�r� �� 

97 �:yk�7ﾈ5�6(6x��#r�コレクトB7用(CF-700) 3〇枚入 ��I�r� �� 

小　　　　　　　　計 �� �� ��

合　　　　　　　　計 �� �� ��


