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ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂I©(ª＂

ＤＥ０６．００．１３６．００
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D１３（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ I©�(°±

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂I©�(°±＂

ＤＥ０６．００．１３３．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

lå�

＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６７＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂I©�(°·h

iR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ I©�(®�Ö×

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂I©�(®�Ö×＂

ＤＥ０８．５０．０２４．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ I©�(²®�

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂I©�(²®�＂

ＤＥ０６．００．１３５．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂

６．６　hiZ[

６．６．１　hiZ[a!BC

LM?@¤¥34QR１４。
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D１４　hiZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

+�LM³¥¤¥ ０．．１ Ｒ２ Z+£¶�L�M>Ï]^

６．６．２　hiZ[IJKC

LM?@Z[\4QR１５。

D１５　hiZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ LMFG?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

LM?@hi，«�＠ｃｏｄｅ＝＂１０２１６０＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ｓｕｒｇｉｃａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｎｏｔｅｆｌｕ

ｉｄｓ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ +�LM³¥¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂+�LM³¥＂

ＤＥ０６．００．２６９．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．７　hjZ[

６．７．１　hjZ[a!BC

LN?@¤¥34QR１６。

D１６　hjZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

LN¤¥ ０．．１ Ｒ２ +�LN34

６．７．２　hjZ[IJKC

LN?@Z[\4QR１７。
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D１７　hjZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ LN?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

LN?@hi，«�＠ｃｏｄｅ＝＂５６８３６０＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４８．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｄｉｓｐｌａｙ＝＂Ｈｉｓｔｏｒｙｏｆｂｌｏｏｄｔｒａｎｓｆｕ

ｓｉｏｎ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ LN¤¥

｜｜｜ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ

｜｜｜｜ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＴｉｍｅ LN¸@³y

｜｜｜｜｜ｈｉｇｈ １．．１ Ｒ LNÉ*¸@³y ＤＥ０６．００．２１８．００

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ LN¯´hi

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂LN¯´hi＂

ＤＥ０８．５０．０４０．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２５１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂LN¯´hiR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ LN�（ｍＬ）

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂LN�（ｍＬ）＂

ＤＥ０６．００．２６７．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�

＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，＠ｕｎｔｉｌ＝＂ｍＬ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ LN���Ö×

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

３１

犠犛／犜５００．１１—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


D１７（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂LN���Ö×＂

ＤＥ０８．５０．０３６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ LNµ8c¶

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂LNµ8c¶＂

ＤＥ０６．００．２６４．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ
ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ
１．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＢＬ＂

６．８　23Z[

６．８．１　23Z[a!BC

OP?@¤¥34QR１８。

D１８　23Z[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

OPda¤¥ １．． Ｒ OP£¶Ï·¸]^

６．８．２　23Z[IJKC

OP?@Z[\4QR１９。

D１９　23Z[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ OP?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

OP?@hi，«�

＠ｃｏｄｅ＝＂５９７７４０＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４８．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｄｉｓｐｌａｙ＝＂Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅａｎｅｓｔｈｅｓｉａ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂
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D１９（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ OPda¤¥

｜｜｜ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

OP~ªhi，«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．１５９＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂í�OP＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂OP~ªhiR＂

ＤＥ０６．００．０７３．００

｜｜｜｜ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＴｉｍｅ OP6 ¸@³y

｜｜｜｜｜ｌｏｗ １．．１ Ｒ ＤＥ０６．００．０９５．００

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ＡＳＡm»c�hi

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＡＳＡm»c�hi＂

ＤＥ０５．１０．１２９．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２５５＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂¹ØOP±¼ºÌ
（ＡＳＡ）m»c�hiR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．１ Ｒ２ »J¼Jm8

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂»J¼Jm8＂

ＤＥ０６．００．２２８．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ OPI©_`

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OPI©_ ＂̀

ＤＥ０８．５０．０２２．００
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D１９（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ OP>×

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OP>×＂

ＤＥ０４．１０．２６０．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ ½¾8khi

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂½¾8khi＂

ＤＥ０６．００．２０８．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂½¾8khiR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ OP]^

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OP] ＂̂

ＤＥ０６．００．２２６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ OP~uc¶hi

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OP~u¿c¶hi＂

ＤＥ０５．０１．０７７．００
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D１９（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．２．５９＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂OP~u¿c¶h

iR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．１ Ｒ２ ÀÁ£¶

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ÀÁ£¶＂

ＤＥ０５．１０．０６３．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．１ Ｒ２ OPÂÃ

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OPÂÃ＂

ＤＥ０６．００．２５３．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ OP!(I

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂OP!(I＂

ＤＥ０６．００．１３６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．９　klmnopZ[

６．９．１　klmnopZ[a!BC

QRSTUV?@¤¥34QR２０。
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D２０　klmnopZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

¹%Ä�³¥¤¥ １．． Ｒ OP£¶�，ÅR¹%Ä�³¥Ï_`©ÉÃÏ·¸da

§¨Ä�³¥¤¥ ０．． Ｒ２ OP£¶�，ÅR§¨Ä�³¥Ï_`©ÉÃÏ·¸da

６．９．２　klmnopZ[IJKC

QRSTUV?@Z[\4QR２１。

D２１　klmnopZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ QRSTUV?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

QRSTUV?@hi，«�

＠ｃｏｄｅ＝＂１１４５０４＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４８．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｄｉｓｐｌａｙ＝＂ＰＲＯＢＬＥＭＬＩＳＴ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ ¹%Ä�³¥¤¥

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ ¹%Ä�³¥_` ＤＥ０６．００．２１６．００

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂¹%Ä�³¥_ ＂̀

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ «�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．１ Ｒ２ ¹%Ä�³¥ÉÃ ＤＥ０６．００．２８１．００

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂¹%Ä�³¥ÉÃ＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ §¨Ä�³¥¤¥

｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ §¨Ä�³¥_` ＤＥ０６．００．２１６．００
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D２１（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂§¨Ä�³¥_ ＂̀

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ «�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ０．．１ Ｒ２ §¨Ä�³¥ÉÃ ＤＥ０６．００．２８１．００

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝§¨Ä�³¥ÉÃ＂

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ ｘｓｉ：ｔｙｐｅ １．．１ Ｒ lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．１０　qrYsZ[

６．１０．１　qrYsZ[a!BC

WX>Y?@¤¥34QR２２。

D２２　qrYsZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

>�¤¥ ０．．１ Ｒ２ V;>�Ï���，��Ö×nｋｇ

>Æ¤¥ １．． Ｒ >ÆÏ���，��Ö×n℃

Ç±¤¥ ０．．１ Ｒ２ V;ÈmÉÇÊ·UÏ���，��Ö×n·／ｍｉｎ

½¾°±¤¥ １．． Ｒ V;Ö×³y1½¾·UÏ���，��Ö×n·／ｍｉｎ

Ë±¤¥ １．． Ｒ V;ÈmÉÇÊ·UÏ���，��Ö×n·／ｍｉｎ

NÌ¤¥ １．． Ｒ NÌÏ���，��Ö×n ｍｍＨｇ

６．１０．２　qrYsZ[IJKC

WX>Y?@Z[\4QR２３。
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D２３　qrYsZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ WX>Y?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

WX>Y?@hi，«�

＠ｃｏｄｅ＝＂８７１６３＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＶＩＴＡＬＳＩＧＮＳ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ >�¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂>�＂

ＤＥ０４．１０．１８８．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂ｋｇ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ >Æ¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂>Æ＂

ＤＥ０４．１０．１８６．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂

＠ｕｎｉｔ＝＂℃＂

｜｜ｅｎｔｒｙ Ç±¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ç±＂

ＤＥ０４．１０．１１８．００
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D２３（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂·／ｍｉｎ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ ½¾°±¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂½¾°±＂

ＤＥ０４．１０．０８１．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂·／ｍｉｎ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ Ë±¤¥

｜｜｜Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Ë±＂

ＤＥ０４．１０．２０６．００

｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂·／ｍｉｎ＂

｜｜ｅｎｔｒｙ NÌ¤¥

｜｜｜ｏｒｇａｎｉｚｅｒ

｜｜｜｜ｃｏｄｅ ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂NÌ＂

｜｜｜｜ｓｔａｔｕｓＣｏｄｅ

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ １．．１ Ｒ Í.Ì

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Í.Ì＂

ＤＥ０４．１０．１７４．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂ｍｍＨｇ＂
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D２３（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ÎùÌ

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ¥

a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ÎùÌ＂

ＤＥ０４．１０．１７６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｖａｌｕｅ

ｕｎｉｔ

１．．１ Ｒ
lå�＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＰＱ＂，

＠ｕｎｉｔ＝＂ｍｍＨｇ＂

６．１１　t;uvZ[

６．１１．１　t;uvZ[a!BC

Z+[\?@¤¥34QR２４。

D２４　t;uvZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

Z+da¤¥ １．． Ｒ ]^Z+£¶

６．１１．２　t;uvZ[IJKC

Z+[\?@Z[\4QR２５。

D２５　t;uvZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Z+[\?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ １．．１ Ｒ

«�，＠ｃｏｄｅ＝＂４７５１９４＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦＰＲＯ

ＣＥＤＵＲＥＳ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂ＬＯＩＮＣ＂

｜｜ｔｅｘｔ é§um

｜｜ｅｎｔｒｙ Z+da¤¥
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D２５（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
«�lå�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＰＲＯＣ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

０．．１ Ｒ

«�，＠ｃｏｄｅ＝＂１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．１２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Z+（[\）hi

R（ＩＣＤ９ＣＭ）＂

ＤＥ０６．００．０９３．００

｜｜｜｜ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＴｉｍｅ [\¸@／³y

｜｜｜｜｜ｌｏｗ １．．１ Ｒ Z+6 ¸@³y ＤＥ０６．００．２２１．００

｜｜｜｜｜ｈｉｇｈ １．．１ Ｒ Z+É*¸@³y ＤＥ０６．００．２１８．００

｜｜｜｜ｐｅｒｆｏｒｍｅｒ ０．．１ Z+;

｜｜｜｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＥｎｔｉｔｙ

｜｜｜｜｜｜ｉｄ

±Pé�cd，«�

＠ｒｏｏｔ＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂，pq>Ï

Lmv,ｉｄ／＠ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ�

｜｜｜｜｜｜ａｓｓｉｇｎｅｄＰｅｒｓｏｎ

｜｜｜｜｜｜｜ｎａｍｅ １．．１ Ｒ Z+±W�_ ＤＥ０２．０１．０３９．００

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ Z+yLm，«�＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
«�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂V;AÏZ+G¨Ï

Z+CLm＂

ＤＥ０６．００．２５６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ «�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ «�，＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
«�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

Z+>×hi，«�

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂Z+>×hi＂

ＤＥ０６．００．２６０．００
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D２５（Y）

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ

ｘｓｉ：ｔｙｐｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＣＤ＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６２＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂Z+>×hiR＂

｜｜｜｜ｅｎｔｒｙＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ １．．１ Ｒ «�，＠ｔｙｐｅＣｏｄｅ＝＂ＣＯＭＰ＂

｜｜｜｜｜ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ
«�，＠ｃｌａｓｓＣｏｄｅ＝＂ＯＢＳ＂，

＠ｍｏｏｄＣｏｄｅ＝＂ＥＶＮ＂

｜｜｜｜｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

«�，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＝＂KW34UXZ

¥a＂，

＠ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ＝＂F�£¶] ＂̂

ＤＥ０６．００．２９６．００

｜｜｜｜｜｜ｖａｌｕｅ １．．１ Ｒ «�，＠ｘｓｉ：ｔｙｐｅ＝＂ＳＴ＂

６．１２　wjZ[

６．１２．１　wjZ[a!BC

]N?@¤¥34QR２６。

D２６　wjZ[a!BC

¤¥_` TU )* ]^

�N�¤¥ ０．．１ Ｒ２ Z+��N�ÏÐ��，��Ö×n ｍＬ

６．１２．２　wjZ[IJKC

]N?@Z[\4QR２７。

D２７　wjZ[IJKC

Z[_` Û& TU )* ab:]^
&8ÏUXZ

cde

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ]N?@¦Z[

｜ｓｅｃｔｉｏｎ

｜｜ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ

ｄｉｓｐｌａｙＮａｍｅ

ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ

１．．１ Ｒ

]N?@hi，«�＠ｃｏｄｅ＝＂５５１０３６＂，

＠ｃｏｄｅＳｙｓｔｅｍ＝＂２．１６．８４８．１．１１３８８３．６．１＂，
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　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０５．０１．０２４．００＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂+!FGLi＂／〉

１３

犠犛／犜５００．１１—２０１６

www.ecphf.cn

www.ecphf.cn


　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犆犇＂犮狅犱犲＝＂犛０６．９０２＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂WÙ&ÚÛ
Ù＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．１１．３＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂FGhiR（犐犆犇１０）＂／〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　〈！



+HFG?@



〉

　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１０２１８６＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狀狅狋犲狆狅狊狋狅狆犲狉犪狋犻狏犲犇狓＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！+HFG〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉
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　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉
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　　　　　　　　　　　　〈狆狉狅犮犲犱狌狉犲犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犘犚犗犆＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．３．１２＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Z+（[\）hiR（犐犆犇９犆犕）＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！[\¸@／³y〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！Z+6 ¸@³y〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犾狅狑狏犪犾狌犲＝＂２００９０４０１１４２３３５７００＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！Z+É*¸@³y〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犺犻犵犺狏犪犾狌犲＝＂２００９０４０１１４２３３５７００＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！Z+;�_〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狆犲狉犳狅狉犿犲狉〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犪狊狊犻犵狀犲犱犈狀狋犻狋狔〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犻犱狉狅狅狋＝＂２．１６．１５６．１００１１．１．４＂犲狓狋犲狀狊犻狅狀＝＂±Pé�Lm＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犪狊狊犻犵狀犲犱犘犲狉狊狅狀〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狀犪犿犲〉íî〈／狀犪犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈／犪狊狊犻犵狀犲犱犘犲狉狊狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／犪狊狊犻犵狀犲犱犈狀狋犻狋狔〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／狆犲狉犳狅狉犿犲狉〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！Z+yLm〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犆犗犕犘＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．２５６．００＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂V;A
ÏZ+G¨ÏZ+CLm＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉犃１２３〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！Z+>×hi〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犆犗犕犘＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．２６０．００＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂Z+>
×hi＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犆犇＂犮狅犱犲＝＂１＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂ïð×＂
犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．３．１．２６２＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂Z+>×hiR＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　　　〈！F�£¶]^〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆狋狔狆犲犆狅犱犲＝＂犆犗犕犘＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．２９６．００＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂F�£
¶] ＂̂／〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉&V;F�£¶Ï·¸]^〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔犚犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻狆〉

　　　　　　　　　　　　〈／狆狉狅犮犲犱狌狉犲〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　〈！
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　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉
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　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂５５１０３６＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犛狌狉犵犻犮犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狀狅狋犲犲狊狋犻犿犪狋犲犱

犫犾狅狅犱犾狅狊狊＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！�N�（犿犔）〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．０９７．００＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂�N�（犿犔）＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犘犙＂狌狀犻狋＝＂犿犔＂狏犪犾狌犲＝＂１００＂／〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　〈！
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　　　　　　〈犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　　　　　〈狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂５９７７５７＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂犘狉狅犮犲犱狌狉犲犱犻狊狆狅狊犻狋犻狅狀＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．８４０．１．１１３８８３．６．１＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂犔犗犐犖犆＂／〉

　　　　　　　　　　〈狋犲狓狋／〉

　　　　　　　　　　〈！V;^_hi〉

　　　　　　　　　　〈犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　　　　　〈狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犮犾犪狊狊犆狅犱犲＝＂犗犅犛＂犿狅狅犱犆狅犱犲＝＂犈犞犖＂〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犮狅犱犲犮狅犱犲＝＂犇犈０６．００．１８５．００＂犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿＝＂２．１６．１５６．１００１１．２．２．１＂

犮狅犱犲犛狔狊狋犲犿犖犪犿犲＝＂KW34UXZ¥a＂犱犻狊狆犾犪狔犖犪犿犲＝＂V;^_hi＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈！�Z+C¸@³y〉

　　　　　　　　　　　　　　　　〈犺犻犵犺狏犪犾狌犲＝＂２００９０４０１１４２３３５．７００＂／〉

　　　　　　　　　　　　　　〈／犲犳犳犲犮狋犻狏犲犜犻犿犲〉

　　　　　　　　　　　　　　〈狏犪犾狌犲狓狊犻：狋狔狆犲＝＂犛犜＂〉V;Ñ!F�£¶É*HÏ^_¨§"Li
>'�Ïhi，ÒÓ Z+É*HÏ^_〈／狏犪犾狌犲〉

　　　　　　　　　　　　〈／狅犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀〉

　　　　　　　　　　〈／犲狀狋狉狔〉

　　　　　　　　〈／狊犲犮狋犻狅狀〉

　　　　　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

　　　　〈／狊狋狉狌犮狋狌狉犲犱犅狅犱狔〉

　　〈／犮狅犿狆狅狀犲狀狋〉

〈／犆犾犻狀犻犮犪犾犇狅犮狌犿犲狀狋〉
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