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ＴＡＳ－ＭＡＰＴＡＳ－ＭＡＰ土地建物評価土地建物評価の流れの流れ

住所検索

物
件
の
指
定

事例を自分で指定

標準価格の確認

次へ

結果表示

レポート出力（ＰＤＦ）

○物件の確定 ・・・・・・・・・ 物件を地図の中心へ移動（地図上で対象地をクリックすれば中心に移
動）

○用途地域の選択 ・・・・・・・・・ 用途地域を選択し、建蔽・容積を入力（建蔽・容積の入力は省略可）
※首都圏・関西圏および政令指定都市は用途地域等は自動取得

○前面路線価の選択・・・・・・・・ 対象地が面する前面道路の路線価を選択

○価格時点の変更 ・・・・・・・・・ 必要がある場合は価格時点を変更可能

（以上、Ｐ５～１０）

○評価対象の選択 ・・・・・・・・・ 評価対象を土地建物、土地のみ、建物のみから選択してください。

○土地の条件 ・・・・・・・・・・・・・ 地積の入力、系統連続性、画地条件等の選択等の入力をしてください

○建物の条件 ・・・・・・・・・・・・・ 種類、構造、屋根の選択、延床面積、階層、築年の入力をしてください。

（以上、Ｐ１２～１４）

条
件
入
力

価格の調整等

・・・ 「住所（所在）で検索」のほか「住所（フリーワード）で検索」など5種類の
検索方法があります。 （Ｐ３～４）

・・・ 事例位置および事例の内容を地図で確認しながら選択する場合は「事
例を自分で指定」をクリックして選択したい事例をチェックしてください。

・・・ 選択した事例から算出される標準価格を確認したい場合は「標準価格の
確認」をクリックしてください。

（以上、Ｐ１１）

オプション

事
例
の
自
動
選
択

・・・ 評価額、土地個別格差率および建物の再調達原価等の確認を行ってください。

・・・ 土地の個別格差率、建物再調達原価、耐用年数等の変更および市場性に

よる調整、コメントの追加が可能です。 （以上、Ｐ１６）

・・・ 土地建物評価レポート（ＰＤＦ）のダウンロード（アクロバットリーダー必要）

および保存ができます。 （Ｐ１
７）

トップページ ・・・ 土地建物の登記簿や対象地の用途地域、住居表示などをご用意ください。
※用途地域は首都圏、関西圏、政令指定都市についてはTAS-MAPにありますが、それ以
外の地域ではTAS-MAPにありません。用途地域がわからない場合は各市区町村の都
市計画課にお問い合わせください。

オプション

条件確認 ・・・ 入力した条件を確認してください。 （Ｐ１５）

ＴＡＳ－ＭＡＰ評価方法の説明（Ｐ１８）
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トップページトップページ

○TAS-MAPとは
TAS-MAPのご説明とサンプル、操作マニュアルがダウンロードできます。

○評価に当たって準備いただくもの
評価にあたっては、土地の地積、建物の延床面積、築年月および対象不動産の用途地域が必要です。
用途地域がわからなかった場合は、対象地のある市区町村の都市計画の担当へお問い合わせください。

○地図について
地図の種類や凡例などをご確認できます。

○データについて
TAS-MAPに付加されている地価データ等についてご確認いただけます。

①

<<①土地建物評価ボタンを押してください>>
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住所検索住所検索

○住所（所在）で検索→目的の住所が分かっている場合こちらが便利です。

○住所（フリーワード）→住所の部分一致で一覧表示をします。
都道府県や市町村名などの選択を省略できるので便利です

○郵便番号で検索→ 郵便番号が分かっている場合は住所検索よりも速く便利です。

○駅名で検索→ 駅に近い目的地や駅の近隣から探す場合などに便利です。

○施設名で検索→ 施設に近い目的地や施設の近隣から探す場合などに便利です。

３



住所検索住所検索

「住所（所在）で検索」

都道府県以降、市区町村 ⇒ 大字／町 ⇒ 字／丁目 ⇒ 番（街区） ⇒ 番地／号の順でクリックしてくだ
さい。番地/号までクリックすれば200ｍ幅の住宅地図が表示されます。
検索途中で地図を表示したい場合は該当するレベルの をクリックしてください。

その他の「住所（フリーワード）で検索」「郵便番号で検索」「駅名で検索」「施設名で検索」もありますので
適宜ご活用ください。

４

地図が表示される前に課金確認をきいてきます。よろし
ければOKをクリックしてください。地図が表示され物件の

指定へ進みます。操作を中止する場合はキャンセルをク
リックしてください。課金対象になりません。

重要課金確認



土地・建物評価土地・建物評価（物件（物件のの指定）指定）

①物件の確定

・目的の物件が地図上の赤十字と一致していることを確認してください。

・違う場合は物件の位置を地図上でクリックすることにより赤十字の中心に移動します。

②用途地域の選択および建蔽率・容積率の入力

・用途地域をプルダウンボタン内のリストから選択してください。

・建蔽率・容積率を入力してください（省略可）。

③前面路線価の選択

・表の①～④は地図上の赤マル字①～④に対応しています。目的の物件の面している「前面路線価」を選択してく
ださい。

・位置指定道路などで目的物件が直接路線価に面していない場合は、前面道路が接続する道路の路線価を選択
してください。

・倍率地域の場合は「⑤前面路線に相続税路線価がない（固定資産データで評価）」を選択してください。

④価格時点の変更。

・価格時点は評価日が指定されていますが、評価日の前後３ヶ月以内は日付を変更することが可能です。

物件指定が終了したら・・・

①物件の確定

②用途地域の
選択および建

蔽・容積の入力

③前面路線価
の選択

④価格時点の
変更

対象地周辺に相続税路線価
がない場合操作画面が異なり
ます。詳細は次ページへ

「次へ」をクリックすれば条件入力画面へ進みます。この場合、土地価格を算出
するにあたり比準する事例は自動選択されます。

「事例を自分で指定」をクリックすれば、事例選択画面へ進みます。事例位置
および事例の内容を地図で確認しながら選択可能で、算出された標準価格の
確認もできます。
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土地評価の方法土地評価の方法 その１その１

①相続税路線価がある場合

■TAS-MAPでは土地評価を下記の４段階の方法で行います。

①：公示地等を比準（相続税路線価比で地域格差補正）して評価する。

↓（ 相続税路線価がない場合 ）

②：固定資産税路線価に基づいて評価する。

↓（ 固定資産税路線価がない場合 ）

③：周辺の固定資産税標準宅地から比準して評価する。

↓（ 固定資産税標準宅地がない場合 ）

④：最大４ｋｍ以内にある公示地等から比準して評価する。

相続税路線価がある
（路線：青色表示）

①用途地域・建蔽
率・容積率の確認

②相続税路線価の
選択

第１方法

公示地等を比準（相続税路線価比で地域
格差補正）して評価する。

６

③価格時点の確認

④次へ



土地評価の方法土地評価の方法 その２その２

②相続税路線価がない+固定資産税路線価がある場合

固定資産税路線価がある
(路線：赤色表示）

相続税路線価がない

①用途地域・建蔽
率・容積率の確認

②価格時点の確認

③固定資産データ
による評価

第２方法

固定資産税路線価に基づいて評価する。

④固定資産税
路線価の選択

⑤次へ

７



土地評価の方法土地評価の方法 その３その３

③相続税路線価＆固定資産税路線価がない+固定資産税標準宅地がある場合

相続税路線価がない

固定資産税路線価がない

固定資産税標準宅地がある

①用途地域・建蔽
率・容積率の確認

②価格時点の確認

③固定資産データ
による評価

第３方法

周辺の固定資産税標準宅地から比準して
評価する。

④次へ

８



土地評価の方法土地評価の方法 その４その４

④相続税路線価＆固定資産税路線価＆固定資産税標準宅地がない場合

①用途地域・建蔽
率・容積率の確認

②価格時点の確認

③固定資産データ
による評価

④次へ

⑤次へ

第４方法

最大４ｋｍ以内にある公示地等から比準し
て評価する。

相続税路線価がない

固定資産税路線価がない

固定資産税標準宅地がない

公示地等がある

９



土地評価の方法土地評価の方法 その５その５

■各方法における土地評価の算定過程

①相続税路線価がある場合

公示地価など
（ 平均水準 ）

時点修正
地域補正

（ 相続税路線価に基づく ）
個別補正 土地面積 土地価格× × × × ＝

②相続税路線価がない+固定資産税路線価がある場合

固定資産税
路線価

時点修正 個別補正 土地面積 土地価格× × × ＝

③相続税路線価＆固定資産税路線価がない+固定資産税標準宅地がある場合

固定資産税
標準宅地

（ 平均水準 ）
時点修正 個別補正 土地面積 土地価格× × × ＝

④相続税路線価＆固定資産税路線価＆固定資産税標準宅地がない場合

公示地価など
（ 平均水準 ）

時点修正 個別補正 土地面積 土地価格× × × ＝

※周辺事例に地域補正を施し均衡の取れた土地価格が算出されます。

※前面道路の路線価（地価水準）に基づく評価の為、地域補正は不要です。

※対象地の近隣事例（固定資産税標準宅地）に基づく評価の為、
一般的な地価水準に基づく土地価格が算出されます。

※半径４ｋｍ以内の事例から地域格差を考慮せず評価する為、
地域格差が大きい事例を採用すると土地価格が乖離することがあります。

１０



事例を自分で指定および標準価格の確認事例を自分で指定および標準価格の確認

①対象地の概要

前画面で指定した位置に基づき、対象地の概要が表示されます。

②事例一覧

事例一覧が左の地図に対応して表示されます。青い白抜きの番号は地価公示・地価調査で赤い白抜きの番号は
調査事例です。位置を確認しながら選択することができます。

③事例の選択

事例一覧の左列にある白四角のチェックボックスをチェックすることにより、最大６つ事例選択ができます。

④事例内容の確認

下線のある部分をクリックすれば各事例地の地図や内容をご確認いただけます。

⑤標準価格を確認

選択した事例に基づき計算される標準価格をあらかじめ確認できます。事例を変える場合には確認画面を閉じて
選択しなおしてください。

⑥条件入力へ

事例選択、標準価格の確認が終了したら「次へ」をクリックしてください。

各例内容の確認 標準価格の確認

①対象地の
概要

②事例一覧

③事例の選択 ④事例内容の
確認

⑤標準価格を
確認

⑥条件入力へ

１１



条件入力条件入力

①
②

③

④
⑤
⑥

⑦
⑦-1

⑦-2

⑦-3

⑧
⑨

⑩

⑪
⑫

⑬

⑭

⑮
⑯

⑰評価条件を入力し、「この条件で評価す
る」をクリックしてください

１２



条件条件入力入力 （参考）（参考）
各評価条件は下記を参考に入力してください。

番号 項目名

① 所在

② 価格時点 物件指定で設定した価格時点が表示されます。変更はできません。

③ 評価対象 評価対象を「土地と建物」「土地のみ」「建物のみ」から選択してください。

④ 地番

⑦-1形状

⑦-2接面道路との関係

⑦-3規模

⑧ 権利

内容

⑦ 画地条件

地番を入力する欄です。代表の地番1筆のみ入力できます。5筆ある場合は外4筆と入力してください。なお、省略可能
です。

⑥

⑤ 地積

所有権を選択した場合は減価はありません。..借地権を選択し た場合は土地価格に相続税路線価の借地権割合を乗じ
て借地権価格を求めます。         ..

※セットバックとは道路の幅員が４ｍ未満の場合、道路の中心から２ｍ後退することをいいます （建築基準法42条2項）
。セットバック部分は建蔽率・容積率の計算の際、 敷地面積から除外 されるので評価面積から除外されます。

系統連続性

TAS-MAPのデータベースより住居表示が取得されます。住所を確認して番地、号まで入力してください。空欄では先に
いけません。

総面積には評価対象となるすべての土地の地積を入力してください。セットバックや道路提供面積を入力してください。
入力された値が総面積から控除されて評価されます。

選択内容 評点（％） 内容

整形 ±0 標準的画地に対して増減価なし

やや不整形 -10 標準的画地に対して-10％減価

不整形 -20 標準的画地に対して-20％減価

袋地 路地状部分-50
有効部分-20

〈袋地〉

路地状部分の面積を入力した場合は、有効面積の面積
割合で変動します（下記参照）。なお、路地状部分の面
積が未入力の場合は-20％減価としています。

路地状部分（A）

有効部分（B）

A B
A+B A+B

減価率＝ × -20%+× -50%道路

A：路地状部分の面積

B：有効部分の面積

A+B：敷地面積

項目 住宅系 商業系. 工業系.

南 2 0 0

東 0 0 0

西 0 0 0

北 -2 0 0

南東 5 5 2

南西 4 5 2

北東 2 5 2

北西 2 5 2

南北 3 5 1

東西 2 5 1

南接面あり 6 7 3

南接面なし 3 7 3

選択内容
接面道路との関係 中間画地

角地

ニ方路

三方路以上

項目 評点

0

-10

-20

選択内容
規模 普通

やや規模大

規模大

項目 評点

0

0

-10

選択内容
系統連続性 通抜け可能な通常の道路

行止まり道路（路線価あり）

行止まり道路（路線価なし）

※上記の値は結果表示画面で変更可能です。
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条件条件入力入力 （参考）（参考）

番号 項目名

⑨ 環境条件 環境条件は個別性が強いため適宜査定のうえ増減価してください（高圧線の減価率については下記参照）。

⑩ その他の条件

⑪ 家屋番号

⑫ 種類

⑬ 主たる構造

⑭ 屋根

⑮ 延床面積・階層

⑯ 築年月

（高圧線下地の例）
高圧線は電圧により建築制限が異なるため、下記の標準的な減価率を参照の上、適宜査定してください。

建物の築年月を入力してください。

内容

上記の項目に含まれない項目はコメント欄にコメントを入力の上、増減価率を入力してください。

家屋番号を入力してください。なお、省略可能です。

ボタンをクリックすることにより建物の種類を選択できます。ここにないものはその他をクリックして空欄に入力してくださ
い。

ボタンをクリックすることにより建物の構造を選択できます。なお、構造選択による建物の再調達原価と耐用年数は以下
のとおりです。

ボタンをクリックすることにより建物の種類を選択できます。ここにないものはその他をクリックして空欄に入力してくださ
い。

延床面積（建物全体の床面積）と階層を入力してください。

道路

残地部分（B）

高圧線下地（Ａ）

A B
A+B A+B

× b％減価率＝ × +a％

ｂの値
7000～35000Ｖ以下 -20～-30％
35000超～17万Ｖ以下 -30～-60％
17万Ｖ超 -70% 0～-5％

ａの値
Ｂ地の物理的・心理的障
害を考慮して適宜査定

A：路地状部分の面積  B：有効部分の面積   A+B：敷地面積

構造 再調達原価 耐用年数
木造 140,000 20
軽量鉄骨 140,000 20
鉄骨 150,000 25
鉄筋 180,000 35
鉄骨鉄筋 200,000 40
軽量鉄骨（工場倉庫） 50,000 20
鉄骨（工場倉庫） 60,000 20

※上記の値は結果表示画面で変更可能です。

１４



条件確認条件確認

①条件を確認

条件入力画面で入力された条件が表示されます。入力条件をご確認ください。

②この条件で評価する

【この条件で評価する】をクリックすると評価料金が課金されます。なお、評価結果が表示されたあと再度戻って評
価をする場合、別課金となりますので、入力条件を十分にご確認ください。

③１つ前に戻る

入力条件を変更する場合は、【１つ前に戻る】をクリックして条件入力画面で変更してください。

①入力条件の確認

③１つ前に戻る

②この条件で評価する

１５



結果表示結果表示

①

②

①計算結果が表示されます。

計算結果が土地建物の内訳、単価とともに表示されます。

②各項目についての確認をしてください

条件入力の際の入力内容とともに、評点、再調達原価、耐用年数などが表示されますので各項目についてご確認
ください。

③レポートの出力
④更新
数値を変更したり備考に
コメントを入力した場合は
更新をクリック

③ 「評価レポート出力（PDF）」をクリックすれば、評価レポートがダウンロードされ

ます。レポートを表示するにはアクロバットリーダーが必要です。

④ TAS－MAPから回答された各値（市場性、土地の個別格差率、建物の再調達

原価および耐用年数など）はボックス内の数値を直接変更することにより修正
ができます。その場合には「更新」をクリックすることにより評価額に反映します。
また、備考欄にコメント入力した場合も「更新」をクリックしてください。
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レポート出力（レポート出力（PDFPDF））

１７

①評価額

②入力条件

③土地比準表

④査定表

⑦事例プロット図

⑧路線価表示住宅地図
⑤事例概要

⑥公示価の推移

評価エビデンスが記載された評価レポートは全部で5ページあります。保存してご活用ください。

PDFファイルの保存は画面左上のツールバーにあるフロッピーディスクの絵 をクリックしてください。



TASTAS－－MAPMAP評価方法の説明評価方法の説明

■土地価格は比準方式にて評価をします。

①事例の収集

半径2ｋｍ以内、同一用途、価格水

準の乖離のおおきくない標準化補
正された事例を収集（事例が少な
い場合は距離用途を拡大）。

②時点修正

事例地の地価公示等の
価格推移を現在時点ま
で延長して適用

対象地
事例地

220

180

③地域格差

前面道路の路線価の比率で地域格差を計算

①

②

③

④個別格差率

個別格差率はユーザにより設定変更可能

■建物価格は定額法にて評価をします。

■評価額は調整率（市場性）を考慮して求めます。

事例価格*1 × 時点修正 × 地域格差率 × 個別格差率 ＝ 対象地の価格

*1 ＴＡＳ－ＭＡＰの事例価格は標準化補正されているため、事情補正および標準化補正は不要です。

④

１８



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




