規約 No.20-01-01

無料トライアルサービス利用規約
（当社が提供する「無料トライアルサービス」（以下「本サービス」という。)の利用申込にあたり本規約を必ずお読みください）
第 1 条（貸出･使用契約の成立）
利用者が、本規約の内容を承諾の上当社所定の方法により本サービス指定対象機器（当規約においては以下「貸出品」という。
）の貸出・使用申込を行なって頂き、
当社が申込内容を適当と認め申込の承諾をした時に、当社との貸出・使用契約（以下「貸出契約」という。）が成立するものとします。なお、当社は、申込をお断り
した際には、理由を説明する義務を負わないものとし、また契約成立後も、通知により、いつでも貸出契約をキャンセルできるものとします。
第 2 条（機器貸出証の発行）
1.

貸出契約成立の証として、当社から、貸出品名称・数量、貸出期間（貸出日および貸出期日）
、返却出荷期限、納品先、使用目的等を記載した「機器貸出証」を発
行します。

2.

当社から代替品を納品する場合は、代替品の貸出期間を設定した「機器貸出証」を発行します。代替品の貸出証発行により、当初貸出品の「機器貸出証」は無効
となります。

第 3 条（貸出期間）
貸出期間は、
「機器貸出証」に記載の貸出日から貸出期日までとします。
第 4 条（貸出品の納品）
1.

貸出品は、貸出日の前営業日までに納品します。納品先は、日本国内で利用者が使用する場所で、その所在地が特定できる場所に限るものとし、宅配会社の営業
所等を含む利用者以外の第三者を指定することはできません。

2.

納品に係る配送費用は当社で負担します。ただし、納品先が沖縄県および島嶼部の場合に限り、配送費用は実費をご負担頂きます。

3.

貸出品の納品遅滞もしくは不能による一切の損害については、当社はその責を負わないものとします。

4.

納品時には必ず貸出品に破損や不足等がないことを目視確認の上、速やかに正常に動作することを確認された後、
「機器受領証」に受領日を記入し、記名ご捺印の
上、当社まで送付下さい。貸出品の受領にあたり、万一、数量不足、破損、故障等の異常が認められましたら速やかに「無料トライアルサービス申込書」
（以下「申
込書」という。
）に記載の当社窓口までご連絡下さい。当社サービス員が対応します。機能回復が見込まれない場合は、3 日以内に同等クラスの代替品を納品しま
す。その場合、当初納品した貸出品の返却については、当社が配送の手配及び配送費用の負担をします。なお代替品の納品、受領にあたっても本項を適用いたし
ます。

5.

契約成立後、貸出日の 5 営業日前までは貸出契約のキャンセルが可能です。キャンセルの際は申込書に記載の当社窓口までご連絡下さい。
（窓口の受付時間は、土日祝日･年末年始を除く平日 9:00～17:00 となっております。時間外の対応は致しかねますので、ご了承ください。
）

第 5 条（貸出品の返却）
貸出期間満了後、納品時に使用した梱包材を再利用して、返却出荷期限までに利用者の負担にて当社指定場所宛に発送下さい。返却に係る配送費用は利用者によ
る実費負担となります。
（着払い不可といたしますので、ご了承ください。）なお、返却された貸出品受領確認において、故障や破損が認められた際は、修理代金を
請求させて頂くことがあります。
第 6 条（使用料金）
1.

貸出品は、貸出期間内に限り、無料で使用頂けます。

2.

返却出荷期限を過ぎても返却いただけない場合は、返却出荷期限の翌日から起算して貸出品が返却された日（当社の受領確認日）まで、貸出品 1 台につき 1 日当
たり 2 万円（消費税含む）の延滞金を別途請求いたしますので、ご了承下さい。

第 7 条（貸出品の管理責任）
1.

利用者は、貸出品が納品された時点から当社に返却されるまでの期間において、
「機器貸出証」に記載された使用目的の範囲で、善良なる管理者の注意義務をもっ
て貸出品の使用、保守、維持管理を行って頂くものとします。

2.

利用者による貸出品の使用、保守、維持管理により、またはそれに起因して発生した利用者および第三者の損害については、利用者の責任と負担においてこれを
処理頂くものとし、当社は一切の責任、負担を負わないものとします。

3.

利用者による使用、保守、維持管理による、またはそれに起因する、貸出品の破損・毀損等により、修理を要する場合は修理費用を、使用、返却または修理が不
能となった場合は当社が一定の基準により算出した貸出品相当額を、利用者にて負担いただきます。

第 8 条（利用者の通知義務）
以下の各号においては、遅滞なく当社までご連絡ください。
(1)

貸出品に構造上の欠陥が認められる場合

(2)

貸出品が破損、滅失、その他効用が喪失した場合

(3)

貸出品が盗難、紛失した場合

(4)

商号、住所、代表者、ご担当者の連絡先（電話番号、E-Mail 等）に変更のある場合

(5)

貸出品に対して、第三者から、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をされるおそれがある場合

第 9 条（個人情報の利用目的、取扱い）
当社 SEEDs ロボティクスオンラインストアの「個人情報の取り扱いについて」を適用します。(別紙 1 ご確認下さい。)
第 10 条（反社会的勢力の排除）
当社 SEEDs ロボティクスオンラインストアご利用規約を適用します。(別紙 2 ご確認下さい。)
第 11 条（禁止事項）
本サービスを利用するに際して、以下に掲げる行為を禁じます。
(1)「機器貸出証」記載の目的以外での使用（貸出品の第三者使用、第三者への譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分、改造・リバースエンジニアリング等）
(2)貸出品の画像、動画、データ、情報等について、有償無償、形態の如何を問わず、当社からの書面による事前承諾を得ることなく第三者、外部への公開・投稿な
どをする行為。およびそれらを目的とする複製、転載、再配布等
(3)当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(4)法令または公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
(5)本規約の他、貸出契約の禁止事項で定める行為
(6)その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 12 条（契約の解除）
1．

当社は、利用者に通知することにより、いつでも貸出契約を解除することができ、これにより利用者が損害を被った場合でも、当社はその損害を賠償する責任は
負わないものとします。

2．

利用者が本規約に違反した場合、当社は、なんらの通知、催告なしに契約を解除するとともに、当該違反により当社が被った損害の賠償を請求することができる
ものとします。

3．

契約の解除に伴い、利用者は、貸出品を、当社が指定する期限までに、当社が指定する場所まで返却いただくものとします。なお、返却については第 5 条を準用
し、前項において、利用者が指定期限を過ぎても貸出品を返却されない場合の取扱いについては、指定期限の翌日から起算して貸出品が返却された日（当社の受
領確認日）まで、貸出品 1 台につき 1 日当たり 2 万円（消費税含む）の延滞金を別途請求いたします。

第 13 条（免責）
本規約または本契約の一部の規定が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、その他の規定は有効とします。また、本規約または本契約の一部が特定の利
用者との間で無効または取消となった場合でも、本規約および本契約はその他の利用者との関係では有効とします。
第 14 条（本サービスの中止等）
当社が必要と認める場合、当社はなんら通知を要さず、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止、中止または終了することがあります。なお、それによ
り損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負いません。
第 15 条（本規約の変更）
1.

利用者の事前または事後の承諾を得ることなく、本規約の内容を予告なく変更する場合があります。利用者が、当該変更後に本サービスを利用された場合、当該
変更について同意したものとみなします。

2.

本規約を変更した場合、当社はホームページ上への掲載等、当社が適当と判断する方法で、利用者に通知します。

第 16 条 準拠法及び裁判管轄
本規約における準拠法は日本法とし、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条（有効期間）
本規約は、本規約に基づく利用者と当社の貸出契約上の債務が全て返済されるまで有効と致します。
第 18 条（残存条項）
以下の各号の条項については、前項の有効期間終了後といえども、なお有効にその効力を有するものとします。
(1) 第 9 条（個人情報の利用目的、取扱い）
(2) 第 10 条（反社会的勢力の排除）
(3) 第 11 条（禁止事項）
(4) 第 16 条（準拠法および裁判管轄）
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ᙜ♫䛿䚸Cookie ሗ䛚䜘䜃䛭䜜䜢ศᯒ䛧䛯⤖ᯝ䜢䚸௨ୗ䛾┠ⓗ䛷⏝䛔䛯䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸⤫ィሗ䛻䛿䚸≉

䛔㐺ษ䛺᪉ἲ䛷⟶⌮䛔䛯䛧䜎䛩䚹

ᐃ䛾䛚ᐈᵝ䜢㆑ู䛩䜛ሗ䠄ྡ๓䚸ఫᡤ䚸㟁ヰ␒ྕ䚸e-mail 䜰䝗䝺䝇䚸䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗␒ྕ䛺䛹䠅䛿ྵ䜎䜜䜎䛫
䜣䚹

4. ಶேሗ䛾㛤♧䛸ᥦ౪

䐟䛚ᐈᵝ䛾ᙜ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾⏝ᒚṔ➼䜢⤫ィⓗ䛻ศᯒ䛧䚸ᙜ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾౽ᛶྥୖ➼䛻ά䛛䛩䛯䜑

ᙜ䝃䜲䝖䛜ᴗົୖ㞟䛧䛯ಶேሗ䛻䛴䛔䛶䛿௨ୗ䛾እ䜢㝖䛔䛶䚸๓䛾ྠព䛺䛟➨୕⪅䜈䛾㛤♧䛚䜘

䐠ᙜ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾⾲♧ሗ䜢䛚ᐈᵝ䛻ᛂ䛨䛶ಶู䛻䜹䝇䝍䝬䜲䝈䛩䜛䛯䜑

䜃ᥦ౪䛿䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹
䞉ᐁබᗇ➼䛾බⓗᶵ㛵䛛䜙ἲᚊ䛻ᐃ䜑䜛ᶒ㝈䛻ᇶ䛵䛝㛤♧䜢ồ䜑䜙䜜䛯ሙྜ

䛣䛾 Cookie 䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾ಶேሗ䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛻⏝䛔䜙䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛚ᐈᵝ䛤⮬㌟䛷䛚䛔䛾䝤䝷

䞉䜾䝹䞊䝥♫䞉༠ຊ♫䛸ᥦᦠ䛧䛶ᴗົ䜢⾜䛖䛯䜑䛻ᚲせ䛸䛺䜛ሙྜ

䜴䝄䛾タᐃ䜢ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Cookie 䛾ᶵ⬟䜢↓ຠ䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䛜䚸䛭䛾ሙྜ䚸ᙜ♫䝃䞊䝡䝇䜢

䛣䛾ሙྜ䚸ᙜヱ䜾䝹䞊䝥♫䞉༠ຊ♫䛻ᑐ䛧䛶䜒ྠᵝ䛻㐺ษ䛺⟶⌮䜢せồ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

ṇᖖ䛻⏝䛷䛝䛺䛟䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛤␃ព䛟䛰䛥䛔䚹

5. ಶேሗ䛾ゞṇ䞉๐㝖
ᥦ౪䛔䛯䛰䛔䛯ಶேሗ䛾☜ㄆ䚸ゞṇ䛺䛹䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸ୗグ䛚ၥྜ䛫❆ཱྀ䜢㏻䛨䛶ྜ⌮ⓗ䛺⠊ᅖ





ู⣬ 㻞㻌

ู⣬ 㻞㻌
ắМဇᙹኖ

(7)ɧദỴἁἍἋửẲύộẺỊẮủửᚾỚỦᘍໝ
(8)ɧദễႸႎửਤẾềஜἇὊἥἋửМဇẴỦᘍໝ

ẮỉМဇᙹኖίˌɦύẐஜᙹኖẑểẟẟộẴẇὸỊύTB ἂἿὊἢἽἘἁἠἿἊὊἌఇࡸ˟ᅈίˌɦύẐ࢘

(9)ஜἇὊἥἋỉ˂ỉấܲಮộẺỊẸỉ˂ỉᇹɤᎍỆɧМႩύܹύɧࣛज़ửɨảỦᘍໝ

ᅈẑểẟẟộẴẇὸầẮỉỸỹἨἇỶἚίˌɦẆẐஜἇỶἚẑểẟẟộẴẇὸɥỂ੩̓ẴỦἇὊἥἋίˌɦύ

(10)˂ỉấܲಮỆụẴộẴᘍໝ

ẐஜἇὊἥἋẑểẟẟộẴẇὸỉМဇவˑửܭỜỦờỉỂẴẇ

(11)࢘ᅈỉἇὊἥἋỆ᧙ᡲẲềύӒᅈ˟ႎѬщỆݣẲềႺộẺỊ᧓ỆМႩử̓ɨẴỦᘍໝ

ႇἸὊἈὊỉႏẰộίˌɦύẐấܲಮẑểẟẟộẴẇὸầύஜἇὊἥἋửМဇẰủỦỆẝẺẾềỊẆஜ

(12)Ẹỉ˂ύ࢘ᅈầɧᢘЏểЙૺẴỦᘍໝ

ᙹኖầᢘဇẰủộẴỉỂẆʖỜஜᙹኖửấᛠỚ᪬ẨẆϋܾửắʕ১᪬ẟẺɥỂắМဇẪẻẰẟẇ
ᇹ 4 வίἍỿἷἼἘỵὊỆ̞Ủᝧ˓Ẇβᝧʙὸ
ᇹ 1 வίᢘဇὸ

1.ஜἇὊἥἋỊẆấܲಮầஜἇὊἥἋửМဇẴỦᨥỆМဇẴỦấܲಮỉᇢỆếẨɢμỉἍỿἷἼ

1.ஜἇὊἥἋỊẆଐஜϋẦỤỉỴἁἍἋấợỎМဇửݣᝋểẲ੩̓ẴỦờỉểᐲẲộẴẇ

ἘỵݣሊửᜒẳẺạảỂắМဇ᪬ẪẮểửेܭẲềẟộẴẇ

2.࢘ᅈỊஜἇὊἥἋỆ᧙ẲύஜᙹኖỉỖẦύắМဇỆẝẺẾềỉἽὊἽሁύӲᆔỉܭỜίˌɦύẐ̾

2.ஜἇỶἚỉἍỿἷἼἘỵݣሊỆếẟềỊ࢘ᅈỆềɢμỉݣሊửᜒẳộẴầẆɢầɟஜἇỶἚỉМဇ

КᙹܭẑểẟẟộẴẇὸửẴỦẮểầẝụộẴẇẮủỤ̾КᙹܭỊẸỉӸᆅỉẟẦỮỆ᧙ỪỤẵύஜᙹ

Ệឪ׆ẲềấܲಮỆܹầဃẳẺểẨỊẆ࢘ᅈỆॖộẺỊٻễᢅڂầᛐỜỤủễẟᨂụẆɟЏ

ኖỉɟᢿửನẴỦờỉểẲộẴẇ

ỉᝧ˓ỊỪễẟờỉểẲộẴẇ

3.ஜᙹኖỉᙹܭầЭவỉ̾КᙹܭỉᙹܭểჳႽẴỦئӳỆỊύ̾КᙹܭỆấẟềཎെỉܭỜễẨ

3.࢘ᅈỊẆʖԓễẲỆẆஜἇὊἥἋỉᢃփửͣഥộẺỊɶഥẲẆộẺஜἇὊἥἋỆਫ਼᠍ẰủềẟỦऴ

ᨂụύ̾КᙹܭỉᙹܭầΟέẰủỦờỉểẲộẴẇ

إỉμᢿộẺỊɟᢿử٭ẴỦئӳầẝụộẴẇễấẆẸỉͣഥὉɶഥὉ٭ỆếẨ࢘ᅈỊ˴Ụỉᝧ
˓ờỪễẟờỉểẲộẴẇ

ᇹ 2 வίჷႎᝠငೌὸ

4.࢘ᅈỊύஜἇὊἥἋỆ᧙Ẳềύấܲಮể˂ỉấܲಮộẺỊᇹɤᎍểỉ᧓ỆấẟềဃẳẺӕࡽύᡲዂ

ஜἇὊἥἋỆợẾề੩̓ẰủỦՠԼϙჇẸỉ˂ἅὅἘὅίˌɦύẐἅὅἘὅẑểẟẟộẴẇὸỉᓸ˺

ộẺỊኣʗሁỆếẟềỊẆẝẪộỂấܲಮỉᝧ˓Ệấẟềݣϼ᪬ẪờỉểẲẆ࢘ᅈỊɟЏᝧ˓ửỪ

ೌӍỊẸỉ˂ỉჷႎᝠငೌỊẆ࢘ᅈấợỎἅὅἘὅ੩̓ᎍễỄỉദ࢘ễೌМᎍỆ࠙ޓẲẆấܲ

ễẟờỉểẲộẴẇ

ಮỊẆẮủỤửૺỂᙐᙌẆ᠃᠍Ẇો٭ẆẸỉ˂ỉʚഏМဇửẴỦẮểỊЈஹộẶỮẇ
ᇹ 5 வίӕৢՠԼỉᝤ٥̖ὸ
ᇹ 3 வίᅠഥʙὸ

1.ஜἇỶἚਫ਼᠍ỉӕৢՠԼỉ̖ίˌɦẆẐᝤ٥̖ẑểẟẟộẴẇὸỊẆμềஜἇỶἚửኺဌẲẺấܲ

ấܲಮỊύஜἇὊἥἋỉМဇỆẝẺụύˌɦỉᘍໝửẲềỊễỤễẟờỉểẲộẴẇ

ಮẦỤỉắද૨ỉỚỆᢘဇẰủộẴẇ

(1)ඥˋộẺỊπࡀᑣ̨ỆᢌӒẴỦᘍໝ

2.ᝤ٥̖ỊẆμề࢘ᅈầấܲಮỆᝤ٥ẴỦئӳỉᆋ৷Ẩᝤ٥̖ỂẝụẆấૅẟỉᨥỊẆẮủ

(2)ཛፕᘍໝỆ᧙ᡲẴỦᘍໝ

ỆКᡦෞᝲᆋሁඥˋሁỆؕỀẪᆋ᫇ίˌɦẆẐෞᝲᆋሁẑểẟẟộẴẇὸầьምẰủộẴẇộẺẆᝤ٥

(3)ஜἇὊἥἋỉϋܾሁύஜἇὊἥἋỆԃộủỦᓸ˺ೌύՠೌỖẦჷႎᝠငೌử̛ܹẴỦᘍໝ

̖ỆỊѼᡛ૰ấợỎẸủỆẦẦỦᆋỊԃộủềấụộẶỮẇấૅẟỉᨥỊẆКᡦẮủỤỉ

(4)࢘ᅈỉἇὊἢὊộẺỊἕἚὁὊἁỉೞᏡửᄊْẲẺụύܹڳẲẺụẴỦᘍໝ

ᝲဇờьምẰủộẴẇ

(5)ஜἇὊἥἋỆợẾềࢽỤủẺऴإửՠಅႎỆМဇẴỦᘍໝ

3.ᝤ٥̖ỊẆʖԓễẪ٭ẰủỦئӳầẝụộẴẇẺẻẲẆắද૨᪬ẟẺࢸỆᝤ٥̖Ệ٭ầẝ

(6)࢘ᅈỉἇὊἥἋỉᢃփửܹڳẴỦấẸủỉẝỦᘍໝ

ẾẺئӳỊẆắද૨ỉ̖ỆợỦờỉểẲộẴίễấẆෞᝲᆋሁỉ٭ỆếẟềỊඥˋሁỉܭỜỆ





ู⣬ 㻞㻌
ࢼạờỉểẲộẴẇὸẇ

ู⣬ 㻞㻌
ᇹ 8 வίᣐᡛሁὸ
1.ՠԼỉᣐᡛỆếẨộẲềỊẆấܲಮẦỤỉՠԼˊሁμ᫇ỉλᄩᛐࢸẆ࢘ᅈܭỉኛίஜ

ᇹ 6 வίМဇСᨂὸ
࢘ᅈỊύấܲಮầˌɦỉẟẵủẦỆᛆ࢘ẴỦئӳỆỊύʙЭỉᡫჷễẪύấܲಮỆݣẲềύஜἇὊ

ἇỶἚỉẐᣐᡛὉᡛ૰Ệ᧙Ẳềẑ᪫ሁỆਫ਼᠍ẰẶề᪬ẨộẴẇὸộỂỆẆấܲಮắਦܭỉئỆấފẬẲ
ộẴẇễấẆắද૨᪬ẟẺՠԼỉấފẬỊẆ࢘ᅈਦܭỉᣐᡛಅᎍỆợỦẆଐஜϋồỉᣐᡛỆᨂỤ

ἥἋỉμᢿờẲẪỊɟᢿỉМဇửСᨂẲύộẺỊấܲಮểẲềỉႇử৾ෞẴỦẮểầỂẨỦờỉểẲ

Ặề᪬ẨộẴẇḤᴾ ẺẻẲẆ᧓ਦܭồỉࣖݣỊᐲẲẦỈộẴỉỂẆắʕ১ẪẻẰẟẇ

ộẴẇ

2.࢘ᅈỆề࢘ᅈܭỉኛộỂỆấފẬầỂẨễẦẾẺئӳẆấܲಮỊද૨ỉỿἵὅἍἽầỂẨỦ

(1)ஜᙹኖỉẟẵủẦỉவỆᢌӒẲẺئӳ

ờỉểẲộẴầẆ࢘ᅈỊẆẮỉỿἵὅἍἽỆࣖẳỦˌٳỆỊẆܹឆΝሁᣐỆ᧙Ẳề˴Ụỉᝧ˓ờ

(2)ႇʙỆᖎͬỉʙܱầẝỦẮểầЙଢẲẺئӳ

ỪễẟờỉểẲộẴẇ

(3)࢘ᅈẦỤỉᡲዂỆݣẲύɟܭ᧓ᡉሉầễẟئӳ

3.ЭỆợụấܲಮỆềද૨ửỿἵὅἍἽẴỦئӳỊẆẐấਰᡂỚሁỉắకϋẑỉἳὊἽỆẐᡉ̮ẑẴ

(4)Ẹỉ˂ύ࢘ᅈầஜἇὊἥἋỉМဇửᢘ࢘ỂễẟểЙૺẲẺئӳ

Ủ૾ඥỆềắᡫჷẪẻẰẟίḤᴾ ấૠỂẴầẆ࢘ᛆᡉ̮ἳὊἽỆỊẆቇҥỂኽನỂẴỉỂẆẐẮỉද
૨ửỿἵὅἍἽẴỦẑଓỉ૨ᚕểᡉέểễỦẐਰᡂέẑửắᚡλẪẻẰẟẇὸẇ

ᇹ 7 வίද૨ỉᄩܭὉૅ૾ඥὉૅவˑὸ

ᴾ ᴾ ễấẆ࢘ᛆẐᡉ̮ẑἳὊἽử࢘ᅈầӖ̮ẲẺໜỂỿἵὅἍἽܦʕểẲẆ࢘ᛆӖ̮ଐẦỤᾆփಅଐ

1.ஜἇὊἥἋỆợỦද૨ỊẆஜἇỶἚɥỆềấܲಮầද૨ᄩܭỉἮἑὅửἁἼἕἁẲẺໜỂᄩܭẲẆ

ˌϋỆẆ࢘ᛆՠԼỆếẨ࢘ᅈỆấૅẟ᪬ẟẺ᫇μ᫇ửẆấܲಮਦܭỉਰᡂέỆấਰᡂỚẴỦ

Ắủể࢘Ệấܲಮể࢘ᅈỉ᧓Ệắද૨᪬ẟẺՠԼỉ٥ᝰڎኖầᇌẴỦờỉểẲộẴẇẮủỆợụẆ

૾ඥỆợụẆᡉẰẶề᪬ẨộẴίḤᴾ ễấẆẮỉᡉỆỊẆМऒὉܹỊ˄ẰễẟờỉểẲộẴẇὸẇ

࢘ᅈỆỊấܲಮỆݣẲềՠԼửấࡽบẲẴỦ፯ѦầẆấܲಮỆỊՠԼˊửấૅẟ᪬Ẫ፯ѦầẸ
ủẹủႆဃẴỦẮểểễụộẴỉỂẆද૨ᄩܭỉἮἑὅửἁἼἕἁẰủỦᨥỆỊẆҗЎỆắသॖẪẻẰẟ

ᇹ 9 வί٥ᝰڎኖỉ٭ấợỎỿἵὅἍἽὸ

2.ЭỆợỦ٥ᝰڎኖỉᇌଐίấܲಮầද૨ᄩܭỉἮἑὅửἁἼἕἁẲẺଐὸẦỤឪምẲềẆ࢘ᅈ 7

ᴾ ٥ᝰڎኖᇌࢸỉՠԼỉ٭Ẇૠỉ٭ẆỿἵὅἍἽỊẆ࢘ᅈầஜᙹኖộẺỊКᡦཎỆᛐỜ

փಅଐˌϋίᇌଐửԃỚộẴὸỆẆ࢘ᅈẦỤấܲಮỆݣẲẆՠԼˊὉѼᡛ૰ሁấܲಮỆấ

ỦئӳửᨊẨẆɟЏấӖẬỂẨộẶỮỉỂắදॖẪẻẰẟẇ

ૅẟ᪬ẪờỉμềίˌɦẆẐՠԼˊሁẑểẟẟộẴẇὸỉዮ᫇ӏỎẸỉଢኬẆɳỎỆấૅẟ᪬Ẫ
ᨂίૅଐὸẆấૅẟ᪬Ẫਰᡂέӝࡈửᚡ᠍ẲẺấਰᡂỚకϋửấܲಮਦܭỉἳὊἽỴἛἾ

ᇹ 10 வίԼឋ̬ᚰὉᝧ˓ỉርὸ

ἋܮỆᡛ̮ẰẶề᪬ẨộẴίˌɦẆẮỉἳὊἽửẐấਰᡂỚỉắకϋẑểẟạẇὸẇՠԼˊሁỆếẨộ

1.࢘ᅈỊẆஜἇỶἚỆᚡ᠍ẲềẟỦՠԼỆẆ࢘ᅈỉᝧỆ࠙ẴỔẨʙဌỆợỦൌẆ٭ᡯẆഎᨋሁỉɧ

ẲềỊẆẐấਰᡂỚỉắకϋẑỉᚡ᠍ϋܾỆࢼẟẆ࣏ẵૅଐộỂỆấਰᡂỚɦẰẟẇễấẆਰᡂ

φӳίˌɦẆẐɧφӳሁẑểẟẟộẴẇὸầᛐỜỤủỦئӳẆКᡦܭỜỦ̬ᚰᙹܭỆࢼẟẆ࢘ᛆՠԼ

ૠ૰ỊấܲಮỉắਃểễụộẴẇ

ỉ̲ྸӍỊʩ੭ửᘍẟộẴẇ

3.࢘ᅈỉਦܭẲẺૅଐộỂỆẐấਰᡂỚỉắకϋẑᚡ᠍ỉՠԼˊሁỉμ᫇ầਰᡂέӝࡈỆ

ᴾ ễấẆ̬ᚰỉ૾ඥỊẆ̲ྸὉʩ੭ỆᨂỤủỦờỉểẲẆᡉὉถ᫇ὉܹឆΝỉ፯ѦỊỪễẟờỉ

λẰủễẦẾẺئӳỊẆấܲಮỆ͵ԓሁỉᡲዂửࠀẲɥậỦẮểễẪẆ࢘ᅈỉЙૺỆềẆ٥ᝰڎ

ểẲộẴẇ

ኖửỿἵὅἍἽỂẨỦờỉểẲộẴẇễấẆ࢘ᅈỆềỿἵὅἍἽửẴỦئӳỊẆૅଐẦỤᾆփಅଐ

2.ˌɦỉӲӭỆᛆ࢘ẴỦئӳỊẆ̬ᚰ᧓ϋỂẝẾềờ̬ᚰỉݣᝋٳểễụộẴỉỂắදॖẪẻẰ

ˌϋỆẆ࢘ᅈẦỤấܲಮỉႇỴἛἾἋܮỆἳὊἽỆềỿἵὅἍἽỉᡫჷửႆ̮ẴỦờỉểẲẆẸỉ

ẟẇ

ႆ̮ểӷỆ࢘ᛆ٥ᝰڎኖỊỿἵὅἍἽẰủẺờỉểẲộẴẇ

(1) ࢘ᛆՠԼỉӕৢᛟଢộẺỊ࢘ᅈầਦܭẴỦ̅ဇ૾ඥሁỆࢼỪễẟ̅ဇỆợỦɧφӳሁ
(2)ᴾ ấܲಮỉӕụৢẟɥỉɧදॖὉᛚụỆợỦɧφӳሁ
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(3)ᴾ ấܲಮắᐯ៲ỆợỦьẆ̲ྸẆોᡯẆЎᚐỆợỦɧφӳሁ

ấܲಮỊύஜἇὊἥἋМဇỆẝẺụẆ࢘ᅈỆݣẲẆấܲಮẆộẺỊᐯࠁỉࢫՃẆ̅ဇʴầ୧щׇẆ୧

(4)ᴾ ଐஜٳỂỉ̅ဇỆợỦɧφӳሁ

щׇՃẆ୧щ˖̞᧙ׇಅὉ˳ׇӍỊẸỉ᧙̞ᎍẆẸỉ˂Ӓᅈ˟ႎѬщỂễẟẮểửᘙଢẲẆẦếݩ

(5)ᴾ ٭ע٭ټίעᩗẆ້Ẇව൦ửỐẪỚộẴầẆẮủỤỆᨂụộẶỮὸỆợỦɧφӳሁ

ஹỆỪẺẾềờӷಮỆẲềẆᛆ࢘ẆМဇሁẲễẟẮểửᄩኖẲộẴẇ

(6)ᴾ ࢘ᅈầ১ᛐẲềẟễẟẆᇹɤᎍồ᠃٥ẲẆ᠃٥ࢸỆႆᙸẰủӍỊႆဃẲẺɧφӳሁ
3.̬ᚰờẲẪỊ̬ᚰἉὊἽỉ੩ᅆầẟئӳỉ̲ྸộẺỊʩ੭ỆếẟềỊẆஊΝểễụẆКᡦ࢘

ᇹ 15 வίМဇᙹኖᢌӒὸ

ᅈỉܭỜỦ᫇ửấૅẟ᪬Ẫ࣏ᙲầࣂࡈẟộẴẇ

࢘ᅈỊẆấܲಮầஜᙹኖỆӒẴỦᘍໝửẲẺ

ᴾ Ḥᴾ ̬ᚰٳỉஊΝỆợỦ̲ྸὉʩ੭ỆếẨộẲềỊẆ࢘ᛆՠԼỉࣱឋẆᙌᡯ࠰உଐẆᙹሁỆợẾ

ئӳẆұỆஜἇὊἥἋửͣഥẴỦẮểầỂẨẆấܲಮỊẆ࢘ᅈầМဇᙹኖᢌӒỆợụᘮẾẺܹử

ềỊẆắᙲஓỆࣖẳẦỈỦئӳầࣂࡈẟộẴỉỂẆắʕ১ẪẻẰẟẇ

ႺẼỆឆΝẲễẬủịễỤễẟờỉểẲộẴẇ

4.ஜவᾀỉܭỜỉểấụ̬ᚰỉ૾ඥỊẆܹឆΝửԃỚộẶỮầẆ̬ᚰˌٳỉئӳỂẆඥࢷɥẆ
࢘ᅈầܹឆΝ፯ѦửạểẨỆấẟềờẆẸủầẟẦễỦʙဌỆợỦờỉỂẝủẆẸỉឆΝỉር

ᇹ 16 வίแਗඥὉᘶЙሥᠤὸ

ỊẆấܲಮỆྵܱỆႆဃẲẺᡫܹࠝỉርỆᨂỤủỦờỉểẲẆẦếẆẸỉዮ᫇ỊẆ࢘ᛆܹỆ᧙

1.ஜᙹኖỉᚐỆẝẺẾềỊύଐஜඥửแਗඥểẲộẴẇ

ỪỦՠԼỉՠԼˊửɥᨂểẰẶề᪬ẨộẴẇ

2.ஜἇὊἥἋỆ᧙ẲềኣʗầဃẳẺئӳỆỊύ࢘ᅈỉஜࡃענửሥᠤẴỦᘶЙửޓݦႎӳॖ
ሥᠤểẲộẴẇ

ᇹ 11 வίМဇᙹኖỉ٭ὸ
࢘ᅈỊύ࣏ᙲểЙૺẲẺئӳỆỊύấܲಮỆᡫჷẴỦẮểễẪẟếỂờஜᙹኖử٭ẴỦẮểầỂẨỦ
ờỉểẲộẴẇễấύஜᙹኖỉࢸ٭ύஜἇὊἥἋỉМဇửڼẲẺئӳỆỊύ࢘ᛆấܲಮỊ٭
ࢸỉᙹኖỆӷॖẲẺờỉểỚễẲộẴẇ

ᇹ 12 வίᡫჷộẺỊᡲዂὸ
ấܲಮể࢘ᅈểỉ᧓ỉᡫჷộẺỊᡲዂỊύ࢘ᅈỉܭỜỦ૾ඥỆợẾềᘍạờỉểẲộẴẇ࢘ᅈỊ,ấ
ܲಮẦỤ,࢘ᅈầКᡦܭỜỦ૾ࡸỆࢼẾẺފ٭ẬЈầễẟᨂụ,ྵנႇẰủềẟỦᡲዂέầஊ
јễờỉểỚễẲề࢘ᛆᡲዂέồᡫჷộẺỊᡲዂửᘍẟ,ẮủỤỊ,ႆ̮ỆấܲಮồПᢋẲẺờỉ
ểỚễẲộẴẇ

ᇹ 13 வίೌМ፯Ѧỉᜯบỉᅠഥὸ
ấܲಮỊύ࢘ᅈỉ᩿ỆợỦʙЭỉ১ᜄễẪύМဇڎኖɥỉעˮộẺỊஜᙹኖỆؕỀẪೌМờẲẪ
Ị፯ѦửᇹɤᎍỆᜯบẲύộẺỊਃ̬Ệ̓ẴỦẮểỊỂẨộẶỮẇ

ᇹ 14 வίӒᅈ˟ႎѬщểỉ᧙̞ὸ



