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－ ページの最終に FAX 用注文用紙があります。是非ご利用くださいませ － 

（薬品類はホームページからでもご注文頂けます） 

 

株式会社  サン京都 

http://www.sunkyoto.com/�


の順番で 
進んで下さい。 

（価格は消費税別） 

 
              

パートマジックシリーズ №０～№３・№Ｘは、一般的なシミ、汚れに対して、 
パートの方にも安心して御使用して頂ける薬品です。 

 
  衣類に付いているシミ、汚れが何か判らない場合は、まず№０（一般油性）から初めて下さい。 
 

     

 

    

  

   一般的な油性系の汚れ落とし剤です。  
   （油性系ペイント、エナメルラッカー、グリス等） 

￥４,５００( 250cc) 
￥９,０００( 500cc) 

￥１８,０００(1000cc) 

   ０で落ちなかった油性系の汚れ落し剤。 
 色素系等に効果的。 （ボールペン、マジック、口紅等）  

￥４,５００( 250cc) 
￥９,０００( 500cc) 

￥１８,０００(1000cc) 

   水性の食べこぼし等の汚れ落とし剤。 
 少し熱を加えても効果的。  （卵、肉汁、ミルク等） 

￥３,０００( 250cc) 
￥６,０００( 500cc) 

￥１２,０００(1000cc) 
   水性のタンニン質系の汚れ落とし剤 

     （コーヒー、お茶、酒、果汁等） 
￥３,０００( 250cc) 
￥６,０００( 500cc) 

￥１２,０００(1000cc) 

 
  油性系のシミを水性の液で処理したい時に。 
   （キャンシステム・クイックセットに使用） 

￥４,５００( 250cc) 
￥９,０００( 500cc) 

￥１８,０００(1000cc) 

 
 

ガード除去スプレー。撥水加工（ガード）が効いている商品に色掛け 
をする場合に便利です。（完全に乾燥するとガード効果は戻ります。） ￥３,４００（300ml） 

 ＣＧスプレーで直りきらない様な、白っぽくなってしまったスレを直す
のに最適。ピースガンなどで吹いてから、ハケ等で擦り込みます。 

￥１,８００（２5０ml） 

￥６,０００（１０００ml） 

 
 

取りにくい輪じみ等も簡単に取れる、スプレー式輪じみ取り。 
スプレー後、柔らかめの布で慣らしてから乾燥させます。 
仕上げ台の上で手軽に使用できます。 

水性 \2,５００（42０ml） 

油性 \2,５００（42０ml） 

 
油性の難しい輪ジミも簡単に！ 。作業の能率・仕上がりアップに！。 
スプレー後、数分で乾燥しパウダーが浮き出しますのでブラシ等 
でパウダーを払い落としてください。 

 油性 \2,３0０ 

       （4２０ml） 

 シミ抜き処理した後のガサつき修正の柔軟剤として。又、スレや軽い
色褪せの部分に対してもヌレ感を与えて、色合いを調整します。 ￥２,５0０（330ml） 

 
（7 色セット） 

（直接染料もあります） 

動物性繊維の色掛け・色修正に ！ 
厳選された良質の染料を使用し、濁りのない三原色とその反対色
及び鼠（黒灰）を含めた 7 色で構成。 これだけで全ての色が作り出
せます。 その日から御使用頂けるように、浸透剤・筆・筆洗い 

丸刷毛・各種小皿・仕上げ用ブラシ等をセットしました。 

￥３５,５００（粉） 

￥４０,５００（練） 

 
（9 色セット） 

通常のアクリル染料と違い、硬くならないのが特徴 ！ 
粒子が細かく生地になじみ易いので、プリントの修正や着物の柄修
正にも使用できます。上記7色にベージュと白を加えた9色で構成。 
その日から御使用頂けるように、ナイロン面相・筆洗い・丸刷毛 
各種小皿・仕上用ブラシもセットしております。 

￥３１,０００  

落ちない 落ちない 落ちない №０ 
（一般油性） 

№１ 
（特殊油性） 

№２ 
（ﾀﾝﾊﾟｸ水性） 

一般油性 

水性ﾀﾝﾊﾟｸ 

№３ 
（ﾀﾝﾆﾝ水性） 

特殊油性 

エックス 

水性ﾀﾝﾆﾝ 



 

パートマジックシリーズで落ちなかった特種なシミ、汚れには 
スペシャルマジックシリーズの中から用途に合った薬品を選んでご使用下さい。 

１１１００００００   
（色素落し） 

ボールペンやマジック等の残留色素の除去剤。 
アセテート等の化繊には使用不可能です。 

￥２,４００( 250cc) 
￥４,８００( 500cc) 
￥９,６００(1000cc) 

１１１０００１１１    
（移染落し） 

色移りしてしまった染料を落とすのに効果的。少しこするか、熱
を加えて使用します。シルク用と綿用が有ります。 

￥２,０００( 250cc) 
￥４,０００( 500cc) 
￥８,０００(1000cc) 

１１１０００２２２   
（蛋白・古油脂落し） 

タンパク質の汚れにも又、古い油脂の汚れにも両方利く、珍し
い酵素液です。 

￥３,３００( 250cc) 
￥６,６００( 500cc) 

￥１３,２００(1000cc) 

１１１０００３３３   
（汗ジミ） 

主に塩分などを取り除く、汗じみ除去剤。 
古く黄ばんでしまった物には、№１０４をご使用下さい。 

￥２,０００( 250cc) 
￥４,０００( 500cc) 
￥８,０００(1000cc) 

１１１０００４４４   
ＡＡＡ＆＆＆ＢＢＢ   
（黄変取り） 

古く黄ばんだシミ抜きに（Ａ液９）：（Ｂ剤１）の割合で調合して使
用します。地色が抜けにくく、変化具合を確認しながら処理で
きる無色透明の薬品です。 

Ａ￥１,５００( 250cc) 
￥３,０００( 500cc) 
￥６,０００(1000cc) 

Ｂ￥２,０００(  200g) 
￥８,０００(  800g)    

１１１０００４４４－－－ＣＣＣ   
（中和剤） 

黄変抜き剤などを使用した後の中和剤として。 
水で５～１０倍に薄めて使用します。 ￥２,０００( 50cc ) 

１１１０００５５５   
（水性赤系落し） 

赤系水性ペンの残留色素の除去剤。 
他の水性シミ抜き薬品との併用も可能。 

￥３,０００( 250cc) 
￥６,０００( 500cc) 

￥１２,０００(1000cc) 

１１１０００６６６   
（ｱﾙｺｰﾙ系漂白） 

ボールペンやマジック等の色素系の漂白剤。 
油性処理を完全に行なった後に使用します。 

￥２,５００( 250cc) 
￥５,０００( 500cc) 

￥１０,０００(1000cc) 

１１１０００７７７   
（特殊染料落し） 

残ってしまった特殊染料を抜くのに効果的。（Ａ液２）：（Ｂ剤３）
の割合の混合液を水で薄め、熱を加えながら使用します。 

Ａ￥２,０００( 100cc) 
Ｂ￥２,０００( 100ｇ) 

修正黒 
（水性＆油性） 

しみ抜き後、白っぽくなってしまった留袖や喪服等の修正に最
適。用途に合わせて、油性・水性を選んでご使用下さい。 

\４,８００（油性） 
\３,８００（水性） 

修正染料 
黄変修正色 

残ってしまった黄変（黄ばみ）を、目立たなくする効果のある染
料です。脇の下の汗ジミや、尿の黄変に効果的です。 

￥２,８００( 30cc) 
（刷毛･皿付） 

修正染料 
もどし修正色 

ベージュ色や黄なり色等の商品をシミ抜きした後、少し白っぽ
くなってしまった場合の修正に最適です。 

￥２,８００( 30cc ) 
（刷毛･皿付） 

 
 
 
 
 

  
  

ニューサンクリーン 
エ コ 

代替フロン「ＨＣＦＣ－１４１Ｂ」を使用しない画期的な新液。 
乾燥速度や溶解力は、ニューサンクリーンとほぼ同等。 

（ＰＲＴＲ法・労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則クリア） 

￥１８,０００(16Ｌ) 

サンクリーン 
エタンの代替品として、早くから独自に開発された溶剤でその 
使いよさは折り紙つきです。塩素系・炭化水素との混合溶剤。 ￥１８,０００(18kg) 

（価格は消費税別） 

 



 
 
   

商 品 名 特   徴 価格/容量 

ウエット系関連商品（水洗い・漬け込み用） 

サン リフレ - L 
ウエット用ワンショット洗剤 

ドライ対象衣類のほとんどを水洗いできます ！ 
防縮・防染・高級仕上剤・洗剤配合 

（シリコン系ノニオン界面活性剤・無リン・無蛍光） 
家庭用洗濯機で水量に対し 0.2％のリフレを投入 

例） 30L⇒リフレ 60ｃｃ、20L⇒40ｃｃ 

￥8,５０0  
/４L 

修正・仕上げ関連商品 

サン カラーカット 
移染除去剤 

 注 意  

※  酸性・直接・反応性染料以外の染料には効果が 
 見られない場合があります。 

※  水が着いただけで色が出るような商品には使用 
 出来ません。 

※ 接着プリント等、水や有機溶剤で溶解する商品 
 には使用出来ません。 

※ 必ず目立たない場所で事前にテストしてから 
 ご使用下さい。 

ドライや水洗いで移染・色泣きした染料を除去します。 

酸性・直接・反応性染料に効果的 ！ 

（カチオン系） 
◎全体的移染の場合 ⇒ 35℃～40℃のお湯 30～40L⇒0.4％ 
  （40L⇒60ｃｃ）を投入攪拌後洗浄。 

◎ドライで移染の場合 ⇒ サンカラーカットを 5 倍希釈したものを 
  移染部分に直接塗布。少し時間を置い 
  た後、全体的移染の要領にて処理。 

◎熱を加えた、時間が⇒ 原液又は倍希釈したカラーカットを 
経過した場合  移染部分にスプレー等で吹きつけ少し 

  時間を置いた後給湯機等のぬるま湯 
  ですすぎ出して下さい。 

￥3,300  
/1Ｌ 

サン ツヤット 
シルク等のスレ直し、カシミア 
アンゴラの新品風合回復剤 

（液体タイプ） 
 注 意  

※ 石油系溶剤を含みますので、通気性の良い場所 
 でしっかり換気して下さい。 【火気厳禁】 

衣類に、ツヤ・しっとり感・柔軟性を与え 色素まで回復 ！ 

◎液状タイプ （部分的な色素回復・スレ直しに適します。） 
漂白やしみ抜きで少しツヤがなくなってしまったり、色が薄く 
なった場合は筆や丸刷毛にサンツヤットを少量含ませ、さらに 
タオル等で拭き取った後、患部に掃くようになじませて軽くア 
イロンをかけて下さい。色が濃くなり過ぎた場合は溶剤のガン 
ですすいでください。（油性系溶剤にて約 3 倍希釈にて使用） 

￥2,５００  
/250ｃｃ 

サン サラット 
粘着防止スプレー 

各種プリント、金加工商品のネバネバ直し用スプレー ！ 

布地から 20～30ｃｍ以上はなして軽くスプレー後、ドライヤー 
で軽く乾燥。 
白化した場合はシリコン系のスプレーをかけると元に戻ります。 

￥3,0０0  
/300ｃｃ 

サン ラインリペア 
二重線・シワ直しスプレー 

ズボン等の二重線・腰周りの取れにくいシワに 

直接スプレーして再プレスするだけ ！ 

生地より 20～30ｃｍ離して、湿る程度に吹きつけプレス。ドレス等 
の場合はスプレー後スチームブラシで蒸気を吹き付けて下さい。 

￥2,８０0  
/250ｃｃ 

サン パリソフター 
塩ビ素材・合成皮革商品 

軟化剤 
 

 注 意  
※ 石油系溶剤を含みますので、通気性の良い場所 
 でしっかり換気して下さい。    ―火気厳禁－ 

ドライで硬くなった商品もスプレーするだけで元通り ！ 

ドライで硬くなった商品を、割らない様にハンガーアップし、全体 
にムラ無くスプレー後放置。 
柔らかくなれば中性洗剤又はサンリフレ-L で洗って下さい。 
サンリフレ-L で洗えば硬さが残っていても柔らかく風合いが戻り 
ます。 
（急ぐ場合は 40℃～50℃のスチーム BOX に入れて下さい。） 

￥2,５００  
/250ｃｃ 

サン ダッシュ 
衣類用強力脱臭スプレー 

わきが・汗等、4 大悪臭成分をはじめとする臭いを 

分子レベルで分解！ 

無リン・無蛍光 
衣類の汗の臭い・ペット臭・尿臭・タバコ臭・靴下の臭いを包接 
分解消臭します。衣類に直接スプレーし、一度で臭いが消えない 
場合は消えるまで繰り返して下さい。 

￥3,０００  
/250ｃｃ 

（価格は消費税別） 

 



    
  

 

 

 

商 品 名 特   徴 価格/容量 

シミ抜き関連商品 

サン カーボキラー 
超強力・不溶性・脱炭素剤 

墨汁・泥はね・顔料・その他の不溶性のシミ抜き剤 ！ 
(アニオン系・無リン・無蛍光) 

裾汚れ・泥はね・踏みつけ汚れ・ゲルインクの残留・墨汁・排ガス 
等のシミに超強力に働きます。 

原液をシミ部分に直接塗布後ヘラや手でもみ込んで、水性ガン 
にてすすぎ出してください。落ちにくい場合は繰り返します。 
全体的に排ガス等でくすんだ商品には、2～3 倍希釈したものを 
スプレーして、暫く放置後洗濯機で洗ってください。 
酸素系漂白剤に少量のカーボキラーを混ぜ合わせると、漂白 
効果が上がります。（色・柄物は要注意） 

￥3,30０  
/500ｃｃ 

サン サワー 
酸素系漂白用中和剤 

酸素系漂白剤の中和剤 ！ 

アセテートにも使用可能。 
シミ抜きの場合は精製水で 10 倍に希釈して使用。 
漬け込みの場合は、40L の水量に対し 10～20ｃｃ投入します。 

￥3,30０  
/1Ｌ 

サン スポット 
サビ落とし（非劇物品） 

劇物に該当しないサビ取り剤 ！ 
（無リン・無蛍光） 

サビに直接塗布。効き目が悪い場合はスチームを当て下さい。 

￥3,30０  
/1Ｌ 

サン リモネン 
オレンジ系強力油性シミ抜き剤 

油・水性どちらでも濯げる、環境に優しい天然由来成分 
（ボールペン・マジック・アクリル絵具・水性ペンキ・プリント剥がし） 

原液をシミの部分に直接塗布後しっかり馴染ませ、その後油性 
又は水性ガンにて濯ぎ出して下さい。油性・水性どちらでも濯げ 
ますが、水性の方がきれいに濯げます。 
落ちにくい場合は繰り返すか蒸気を当てても効果的です。 

￥2,7００  
/500ｃｃ 

 (新)サン プライマー 
ナイロン素材やウレタン素材の 

色掛け下地剤 

顔料がひび割れしにくくなり色の定着が良くなります。 

ダウンジャケットの色修正時の堅牢度を上げたり、塩素で色抜け 
した時の色修正時にも色の乗りが良くなる下地剤。 
(本液)1：2(水)の割合で希釈し、修正部分にピースガンで吹き付
け、乾燥させてから使用すると堅牢度が 2～3 倍に上がります。 

￥1,800  
   /100ｃｃ 

(新)カラーアウト 

ペースト状の染料抽出剤。周りに広がりにくく使い易い。 

移染等、処理したい部分に筆等で塗布し、ハンディースチームガン 
やパワースチームガンで熱を当てて抜染します。 

【合成繊維・ラメ製品には使用出来ません。】 

￥2,500  

   /75ｇ  

アクア 
トリートメント・F  

ウエット用高級洗剤 

業界初！ ノンシリコンで生地の組成を変えずに洗える 

常識を超えたクリーニング。 
（ノンシリコン） 

○繊維を問わずあらゆる衣類が洗えます。 
○高級保湿成分を元に繊維から失われた艶としなやかさを 

もう一度蘇らせます。 
○有名百貨店・テーラー・オートクチュールが認めた着心地・手触 

りの良さを実感してください。 

無香料 

￥18,０００  
/４ｋｇ  

（受注生産） 
バラの香り 

ﾋﾉｷﾁｵｰﾙの香り 

アクアスターチ アクアトリートメント F 用 サイジング剤。 
￥5,80０  

/4Ｌ  

（価格は消費税別） 

 



  
  

薬品 ・ 材料名 使用方法 ・ 用途 価 格 

チオ硫酸ナトリウム 

別名ハイポ。脱クロール剤（塩素抜き） 
ヨードチンキやイソジンうがい薬等のヨードのシミ落としに使用する。 
シミに塗布し蒸気で熱を加えて落としていく。 
１０％溶液にして使用（1Ｌに 100ｇ） 

￥1,2０0  
/500ｇ 

過マンガン酸カリ 

水に６％溶解する。飽和溶液の上澄みだけを使用する。シミ部（黄変や 
カビ）に塗布し放置する（常温２５℃以下で使用）。温度を加えるとウール等 
は解けて穴が開くが、常温ではウールニットの黄変取りには重宝する。夏場 
は室温が高いので要注意。必ず目立たない場所でテストしてから使用する
事。保管には厳重に注意する事。 

￥1,1０0  
/100ｇ 

無水酸性亜硫酸 
ナトリウム 

（重亜硫酸ソーダ） 

過マンガン酸の戻し（還元）に１０％濃度で使用する。 
他に三品（サンピン）を作るときにも使用される。 

 ￥1,3００  
/500ｇ 

エンブタシール 
（マスキングテープ） 

（透明 20ｃｍ幅 50ｍ巻） 

着物の柄の色替え等に使用する。 
色替えしたい所に貼り付け、色を変更したいところだけカッターや、専用の 
エンブタカッター等で切り取り、染料をピースで吹きつけるか又は刷毛で 
色刷きする。プリント直しにも使用。 

￥3,０00  

アルギン酸ソーダ 

酵素の乾燥抑制剤として使用。CMC に変わる天然のり。 
少量でも大量の水分を吸収し酵素の乾燥を抑えてくれる。 
すべての薬品に影響・反応を起こさない安全な天然のり。 
食品添加物にも使用される。 

￥1,5００  
/100ｇ 

新センポール 

ジメチルホルムアミドの強力版。ジメチルや当社の№100 を使用して“動く 
けれど時間が掛かる”という場合に使用。 
冬場は 10℃以下になると凍ってしまいますが、エアーキャップ等を巻いて保
温しておくと凍りにくくなります。 
（凍ってしまった場合は、湯煎にて解凍して下さい。） 

￥2,２００  
/500ｍｌ 

ハイラーゼ 2Ｗ 

蛋白質を分解できる。 
古い血液・汗の蛋白ジミ・食べこぼし等、硬くなってしまった蛋白質を強力 
に分解する。精製水で溶きエマルジョン状態で生地にすり込み使用。 
染みによって 1 時間～２時間付け置きする。 

￥13,000  
/50ｇ  

スーパーサンピン 

チューブ入り・ねり状の強力な還元漂白剤。 
白物に付いた色や移染を抜染する。生地に塗り蒸気で蒸す事により反応を 
強める。水で薄め温度に注意すれば色物にも使用可能だが、色の弱い 
素材・商品には要注意。 

￥4,２００  
/80ｇ  

蛍光染料  S ・ＷＰ 

（蛍光増白剤） 

Ｓ はシルク・植物性繊維両用で青味に発色します。 
ＷＰ は動物性繊維専用の蛍光剤で、紫色に発色し黄色味を抑えることが 
出来ます 
0.2～2％の濃度で使用しますが、濃いと黄ばみが出るのが早くなります。 

￥1,７００  
/35ｇ 

青海黒 
（青口・赤口・黒口） 

元々はきものの焼け直し用に作った染料で固くなりにくく、色味は３色あり 
ます。 
●赤く焼けた商品⇒【青口】で修正  ●青く焼けた商品⇒【赤口】で修正 
●あまり黒過ぎない商品や洋服⇒【黒口】で修正。 混合して調色も可能。 

￥1,７００  
/50ｍｌ 

黒 ヤケ直し 
（特殊液体顔料系） 

黒系繊維等の日焼け･色やけや擦れて白っぽくなった場合の直しに使用 
する。色により水にて薄めて、刷毛やピースガンにて掃き合わせする。 
石油系ドライ、水洗いにも対応する。 

￥3,50０  
/50ｃｃ 

高砂金・銀 
留袖等の金加工の修正に使用。金粉、銀粉にバインダー（金のり）を加えて
あり、水に溶いて筆塗りで使用できる。又、圧力ピースガンで吹き付けても
使用できる。金と銀が有り二色を混ぜたり酸性染料を加えて色調整も可能 

各￥4,400  

/50ｇ 

なき止め （染料用） 染料と同量混合することにより、染料のにじみをなくします。 
￥９０0  
/140ｍｌ 

（価格は消費税別） 
（価格は消費税別） 

 



  
 

  
 
  

薬品 ・ 材料名 使用方法 ・ 用途 価 格 

CT シャット 

酸性染料・直接染料・反応性染料の色修正時の色止めや色の出やすい 
商品のシミ抜き時の色止めとしても使用可能。特に弱い商品はバキューム 
で吸引しながらスプレー後乾燥してから処理すればかなりの率で色が止ま 
ります。生地により固くなる場合もありますので目立たない箇所で要テス 
ト。固くなった場合はリターンスプレーで戻せます。 

￥1,７００  
/250ｍｌ 

ウレタンバインダー 

（染料用定着強化剤） 

化繊などの製品に色掛けをする時等に使用する、染料を定着させるため 
の定着剤です。染料に適量混ぜて使用します。 

￥９０0  
/50cc 

(新) ST バインダー 

風合いの変化が起こりにくい新しいタイプのバインダー。白色のバインダ 
ーで多めに混合しても染色部分が固くなりにくく、染料・顔料共に使用で
きます。また塩素抜けの商品にも染料の“のり”が良く、綿製品でも酸性染
料の定着堅牢度が大幅に上がります。（乾燥すれば透明になります） 

￥1.400  
/250cc 

ＰＣガム（練り） 漂白剤と混合することにより漂白剤のにじみを抑えます。 
￥８５0  

/140ｇ 

補正面相（鼬毛筆） 
色掛けに使用する筆。馬毛より毛が細く腰が強いので、繊維の細部にも 
染料が入り易い。 （※酸性染料セットに付属している筆はこちらです。） 

￥1,6０0  

ナイロン面相筆 
アクリル染料用の筆。 
腰が強く色の伸びが良いのが特徴です。 

￥1,300  

ナイロン筆 
獣毛の毛先と違い、毛先がナイロンで出来ていて、薬品に非常に強い筆。 
主に薬品塗布時等に使用します。 

￥900（大） 

￥700（小） 

月型ブラシ 
シミ抜き後のボカシや色掛け後、染料を生地にすり込んで落ち着かせる時 
に使用する便利な刷毛。 

￥4,００0  

丸刷毛（色刷き用） 
色刷きに使用します。特に色物のすれ直し・地直し等には必ず必要。 
２分、３分、４分、５分とサイズがあり、色掛けする範囲により使い分けて使用 
します。 

２分 ￥6５０  

３分 ￥7５０  

４分 ￥8５０  

５分 ￥9５０  

二八皿 直径 8ｃｍの染料を溶かす白い小皿。 ￥330  

梅 皿 
梅の花の様な形で花びら部分に染料を溶かして使用します。 
7 分割に分かれていて一つの皿でたくさんの色の調合が出来る皿。 

  8.5ｃｍ ￥7５0 

12ｃｍ ￥1,100 

つる首 100ｃｃ 薬品の塗布に非常に使い易いポリ容器。 
薬品をこの容器に小分けして使用します。 

￥44０  

スポイド瓶 30ｍｌ スポイドで使用量だけ吸い上げる事が出来ます。 
溶かした染料等を保管する時にも便利です。 

￥７０0  

ピースガン （エアーブラシ） 

広範囲の色修正や、焼け直し・着物の柄修正に使用します。 
インクカップやカールホース等、使いやすいように当社オリジナルにセット 
したものです。 

￥2２,000  

（価格は消費税別） 

 

 お願い  

上記薬品・材料はお取り寄せ商品となりますので、ご案内無しに価格が変動することが御座いますが 

何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

 
ページの最終に FAX 用注文用紙があります。 是非ご利用くださいませ。 

   株式会社 サン京都 

（薬品類はホームページからでもご注文頂けます） URL http://www.sunkyoto.com  

〒600-8885 京都市下京区西七条南月読町 71-6 

TEL(０７５)３１５-２８０８㈹  FAX（０７５）３２１－１８９５ 
ＨＰ オンラインストア 

へ アクセス 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


