必ずお読みください

01_「Vectorworks 2020 デザインシリーズ乗換版 購入申込書 兼
Vectorworks Service Select 契約申込書」 記入上のご注意
以下の内容をご一読の上、「Vectorworks 2020 デザインシリーズ 乗換版 購入申込書 兼 Vectorworks Service Select契約申込書」にご記入をお願いいたします。

Vectorworks 2020 デザインシリーズ 乗換版の注意事項
・ 本製品は他社製CAD、3Dソフトウェアご使用のユーザ様がお得にVectorworks 2020 デザインシリーズに乗換いただける特別価格製品です。※乗換元製品のご使用は継続いただけます。
・ 本製品には年間保守サービス「Vectorworks Service Select(以下Service Select) 」が１年バンドルされています。(https://www.aanda.co.jp/VSS/index.html)
・ 本製品にバンドルのService Select契約は、ご購入の製品にのみ有効です。別製品に組み替えて契約いただくことはできません。
・ 本申込書の記入内容をもとに、Vectorworksのユーザ登録、および、Service Select契約をおこないます。お間違えのないようにご記入ください。
・ エーアンドエーにてユーザ登録後、シリアル番号を同梱したパッケージを納品させていただきます。 ご注文後の納期につきましてはご注文先にご確認ください。
・ 乗換版は、スタンドアロン版のみです。
・ 本製品にバンドルのService Selectの契約期間は弊社製品出荷月の翌月1日からの１年契約となります。
・ 本製品は、新規ユーザ登録となります。既存のユーザID をお持ちの場合、本製品を既存のユーザIDに追加登録することはできません。
・ Service Selectの契約開始はメールで通知いたします。（契約証書の発行はございません）
・ 本製品にバンドルのService Selectの２年目以降の更新は任意となり、契約更新価格は税別87,000円/１ライセンス毎となります。※契約更新価格は変更になる場合もございます。予めご了承ください。
・ 本製品購入後、Service Select契約のキャンセル、途中解約、返金はできません。

ユーザ登録 兼 契約者（担当者）情報 について
□ 組織について
法人名でご登録/ご契約いただくか、個人名で登録/契約いただくか□欄にチェックを入れてください。
□ ユーザ名
法人（団体）名、官公庁名、学校名
※個人登録の場合、氏名をご記入ください。
□ ご契約者名
法人(団体)代表者もしくは部門代表者をご記入ください。
※個人登録の場合、ご記入は不要です。
□ ご担当者名
弊社が行う各種サービスの窓口となる方をご記入ください。登録の方だけが、製品サポートデスクにお問い合わせいただけます。
※個人登録の場合、氏名をご記入ください。
□ 部署名
部署名、学科名をご記入ください。
※個人登録の場合など部署名が無い場合は無記入。
□ メールアドレス
ご記入のメールアドレス宛にサービスの利用に必要なご案内を以下の件名で合計2通のメールを送信いたしますので、お間違いのないようご記入ください。
①「ユーザ登録完了のご案内/パスワード設定のお願い」 →ユーザID（お客様番号）の通知。
②「Service Select契約完了のお知らせ」 →Service Selectポータルサイトのアカウント（ユーザ名）の通知。
□ 住所
Service Select契約の更新のご案内やキャンペーン情報、新製品情報を送付しますのでお間違いのないようご記入ください。
□ 電話番号/FAX番号
ユーザ登録、ご契約内容についてご連絡させていただく場合がございますので、お間違いのないようご記入ください。
※繋がりやすい番号のご記入をお願いします。
□印
法人の場合は社印または契約担当者の印、個人の場合は個人印のご捺印をお願いします。
※登録に関してご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービスデスクまでお問い合わせください。
カスタマーサービスデスク
電話番号：03-3518-0123 email:customer@aanda.co.jp
受付時間：平日9:30〜12:00／13:00〜17:00

購入方法
本紙2枚目の「Vectorworks 2020 デザインシリーズ乗換版 購入申込書 兼 Vectorworks Service Select契約申込書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、ご注文時にご提出ください。
※提出先はご注文先（Vectorworks取扱販売店、エーアンドエー・ストアオンライン）となります。
○A&A製品 取扱い販売店は下記URLよりご確認いただけます。

https://www.aanda.co.jp/Dealer/index.html

その他
・ インストールメディアは付属しません。インストールプログラムは専用サイトからダウンロードにて入手いただきます。
・ インストールメディアが必要な場合は別途「Vectorworks 2020 インストールメディア(USB) 型番:P25001/税別4,500円」をご購入ください。
・ 動作環境にご注意ください。Vectorworks 2020の推奨動作環境は下記URLでご確認いただけます。

https://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html
エーアンドエー株式会社 営業部 TEL.03-3518-0131

01_Vectorworks 2020 デザインシリーズ 乗換版
購入申込書 兼 Vectorworks Service Select 契約申込書
Vectorworks Inc.への個人情報提供の確認、Vectorworks Service Selectご利用規約
本契約書にご記入いただいた個人情報をVectorworks Service Select（以下、Service Select）の契約、および契約製品に関わるサービス、サポートを提供することを目的に、
エーアンドエー株式会社がVectorworks Inc.（在米）に提供すること、およびVectorworks Service Selectご利用規約に同意の上、本契約を申し込みます。
・本書はVectorworks 2020 デザインシリーズ 乗換版 を購入するための購入申込書 兼 Vectorworks Service Select 契約申込書です。ご記入の内容でユーザ登録されますので
必ず別紙の 「Vectorworks Service Selectバンドル 購入申込書 兼 Vectorworks Service Select 契約申込書」 記入上のご注意をご一読いただき、同意の上ご記入ください。
・以下の項目に必要事項をご記入ください。ご注文後、ユーザ登録、ご契約内容等についてご連絡させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

① お申し込み商品の本数（お申し込み本数をご記入ください）
※複数本数をお申し込みの場合、ユーザ登録ならびにService Select契約は１つにまとめて登録/契約となります。
→1本ごとに分けてユーザ登録ならびにService Select契約をご希望の場合は1本ごとに申込書をご提出ください。

Vectorworks Architect 2020 スタンドアロン版 乗換版

製品名

型番

標準価格（税別）

BC124156

395,000円

本

Vectorworks Landmark 2020 スタンドアロン版 乗換版

BC124157

395,000円

本

Vectorworks Spotlight 2020 スタンドアロン版 乗換版

BC124158

395,000円

本

製品価格には、Service Select契約料金 【104,000円】（1年）が含まれています。
製品価格には、Service Select契約料金 【104,000円】（1年）が含まれています。
製品価格には、Service Select契約料金 【104,000円】（1年）が含まれています。
②現在ご利用中のソフトウェアにチェックを記入してください。(複数回答可。未記入不可となります)

□ Jw-CAD
□ DRA-CAD
□ 3Dマイホームデザイナー

□ Jdraf/ARES
□ AutoCAD
□ SketchUp

□ Visio

申込本数

□ BRICSCAD
□ AutoCAD LT
□ Rhinoceros

□ その他 【製品名：

】

③ お申込日（最終申込は2020年12月11日まで）
お申込日

2020 年

日 契約期間

月

１年

弊社製品出荷月の 翌月1日からの１年間の契約 ※開始日の指定はできません。

④ユーザ登録 兼 契約者（担当者）情報

※ 個人名で登録/契約の場合は「ユーザ名」と「ご担当者名」の両方に氏名（フリガナ/英語表記 必須）をご記入ください。
※ 法人名で登録/契約の場合で、「ご契約者」と「ご担当者」が同じ場合はご担当者情報（英語表記 必須）のみご記入ください。
※ 手書きの際は楷書体でご記入ください。
※ 「ゼロとオー」「アンダーバーとハイフン」等の違いは明確にご記入ください。
※ □欄には該当にチェックを入れてください。

□ 法人(団体)名で登録/契約

組織について

□ 個人名で登録/契約

フリガナ

法人の場合は、社印または、契約担当者の印
個人の場合は、個人印

ユーザ名
フリガナ

英語表記

ご契約者名

姓

ご担当者名 姓

名

名

印

部署名が無い場合は無記入。

部署名
（学科名）

メールアドレス

□ 都 □ 道
□ 府 □ 県

〒

住所

-

電話番号

■ 販売会社情報 記入欄（ご商談担当）※必須項目

-

FAX番号（任意）

会社名

発注番号

部署名

氏名(担当者)

メールアドレス

-

-

-

-

〒

住所

-

-

電話番号

-

FAX番号

※エーアンドエー事務欄

契約期間
発行

受付

発効日

Service Select契約番号

満了日

ユーザ ID

確認

承認

発注

発送

J

A

Z

備考

エーアンドエー株式会社 営業部 TEL.03-3518-0131
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9HFWRUZRUNV6HUYLFH6HOHFW ओਹ৷ૠ৺
ऒभ 9HFWRUZRUNV6HUYLFH 6HOHFW ీ৺ ਰৣَমీ৺ُ मؚग़॔شথॻग़شઙ
ૄভ ਰৣَਊُ धؚমీ৺भీ৺ ਰৣَ൹ُ धभदഁऔोॊु
भदघ؛মీ৺मؚ൹ऋ౧ᔩഀखञ 9HFWRUZRUNV6HUYLFH 6HOHFW ీ৺ண
છ ਰৣَমணછُ ॑ਊؚऽञम 9HFWRUZRUNV6HUYLFH 6HOHFW ඞਲ਼
पண॒टभโা   ਰৣَُ ेॉৡ॑થखऽघ؛মీ৺मਊऋ
൹पৌखथؚমணછप൹ऋ੶ൗखञ९ইॺक़ग़॔ଲષ ਰৣَৌ९ইॺ
क़ग़ُ॔ पঢ়৴खञ્भ१এॺش१شঅ५॑घॊ౾੯पणःथीथ
ःऽघ؛ৌ९ইॺक़ग़॔मؚશಥीॊ९ইॺक़ग़॔भग़থॻঘش२৷ऐ
ઞ৷ಅဍీ৺છ ਰৣَઞ৷ಅဍీ৺છُ प੦तःथؚ9HFWRUZRUNV ৫੪
9HFWRUZRUNV,QF ਊधभ੫दमँॉऽच॒ ऊै൹पছॖ७থ५औ
ोथउॉؚমీ৺प੦तऎुभदमँॉऽच॒؛
پ9HFWRUZRUNV6HUYLFH6HOHFW ਰৣَ6HUYLFH6HOHFWُ
 १شঅ५
মీ৺भ੯पणःथؚ൹ऋমీ৺पीॊ৸ీ৺મস੍॑௸ःؚऽञমీ৺
पीॊ౾੯॑ದஹघॊऒध॑੯पؚਊम൹पৣ੶भ१شঅ५॑ख
ऽघ؛ऩउؚਊम१شঅ५ઍमਏपૢगथఊਫ؞ૃघॊऒधऋदऌऽघ؛
D ९ইॺक़ग़॔॔ॵউॹॺش
মీ৺রपؚਊऋৌ९ইॺक़ग़॔भংش४ঙথ॔ॵউ ॔ॵউॢঞؚ ॻش
॔ॵউॹؚॺشঃॵॳؚংॢইॕॡ५ ਰৣَ॔ॵউॹ॑ ُॺشজজش५खञৃ
়ؚਏपૢगथؚ൹ऋऒो॑ਹ৷दऌॊेअपखऽघ؛মీ৺पஅिছॖ७
থ५ओधपڭणभ॔ॵউॹ॑ॺشਹ৷૭ચपखऽघ؛ਹ৷दऌॊ॔ॵউॹॺشभ
೧؞ᄄ২पणःथमؚ9HFWRUZRUNV,QFउेलؚਊभଇपेॉऽघ؛৸थ
भ॔ॵউॹॺشमిؚ৷औोॊઞ৷ಅဍీ৺છपेॉৌधऩॊ९ইॺक़ग़॔भ
धৄऩऔोऽघ؛
E ਰभংش४ঙথभઞ৷ಅဍ
൹ऋমీ৺রؚਰઞ৷ಅဍऋહଖऔोञ९ইॺक़ग़॔ ਰৣَਰभং
ش४ঙথُ ؚ॑શಥઞ৷ಅဍీ৺છप੦तऎૠऋऩःॉؚਰৣभ ⓠ  عⓥ
॑੯धखथਰभংش४ঙথभઞ৷॑ಲਢघॊऒधऋदऌऽघ؛
ⓠ ਰभংش४ঙথؚ॑9HFWRUZRUNV ઞ৷ಅဍ੯पజढथઞ৷घॊऒध؛
ⓡ ਰभংش४ঙথमؚৌ९ইॺक़ग़॔धभঃ९॥থपॖথ५ॺشঝघ
ॊऒध؛
ⓢ ਰभংش४ঙথभઞ৷ছॖ७থ५ਯमؚ൹पಅဍऔोञছॖ७থ५ਯؚ
उेलؚমీ৺प੦तऎਈপছॖ७থ५ਯ॑தइऩःऒध؛
ⓣ ਰभংش४ঙথमؚমీ৺भৌधऩॊ९ইॺक़ग़॔ਰपઞ৷ಅဍऋહ
ଖऔोञৣਜ਼گংش४ঙথपॉऽघ؛
ⓤ ਊमਰभংش४ঙথभৗૠ୯ਸभছॖ७থ५ऽञम॔ॡॸॕঋش३ঙ
থؚওॹॕؚ॔ঐॽগ॔ঝऩनभঢ়৴౫ॵؚ॔উॹؚॺشঃॵॳؚংॢইॕॵ
ॡ५ऩनभपજभଝਜ॑ःऽच॒؛
ⓥ ਰभংش४ঙথ॑ुञऩः൹पৌखؚजो॑હଖघॊऒधमदऌऽच॒؛
F 6HUYLFH6HOHFW এॱشঝ
ਊमমీ৺दَ6HUYLFH6HOHFW এॱشঝُधูघॊक़ख़ঈ१ॖॺ॑ઈखؚ൹
म 6HUYLFH6HOHFW এॱشঝऊै્भ१شঅ५प॔ॡ७५दऌऽघ؛6HUYLFH
6HOHFW এॱشঝपम൹੫भజ৩भअठؚম१شঅ५प॔ॡ७५घॊऒध॑
ಅ૭औोञ ਰৣَഅੳঘش२ُ टऐऋؚਊऋघॊটॢॖথੲਾ॑৷ः
थ॔ॡ७५૭ચदघ؛টॢॖথੲਾमؚমీ৺ഁؚશಥ൹पৢੴऔोऽघ؛
ऩउؚ൹ऋઇਃঢ়भৃ়मؚजभઇਃঢ়द৾व৾ে॑ऎؚజ৩धઇ৩
भाؚഅੳঘش२पભ୵दऌऽघ؛
G উঞ॔ 7HFK १এॺش
ਊमؚ൹ऋৌ९ইॺक़ग़॔भૼ१এ॑ॺش੭ैोॊेअ  णਰभ௧৷
ਗ਼ਵಀ॑৳खَ6HUYLFH6HOHFW ௧৷॥شঝ१এُ॑ॺشखऽघ؛ৎप
൨্ॖথॱॺॵॿش॥গॽॣش३ঙথૼ॑ਹ৷खञَॖথॱ ॺॵॿش/LYH
१এُ॑ॺش৳खؚ१এॺشৌૢৎؚਏपૢगथऒो॑खऽघ؛ऒोै
়॑ॎचथَউঞ॔ 7HFK १এُॺشधูखऽघ؛উঞ॔ 7HFK १এش
ॺमؚ  عؚعभपਹ৷दऌऽघ؛E दಅဍऔ
ोॊਰभংش४ঙথभઞ৷॑൹ऋಲਢघॊৃ়ؚৌ९ইॺक़ग़॔भ  ण
भংش४ঙথऽदऋম१এॺشभৌधऩॉऽघ؛ऩउؚম१এॺشम൹ऋൌ
घॊટपਛघॊऒधؚऽञ৸थभਖऋੰৠऔोॊऒध॑৳घॊुभद
मँॉऽच॒؛
H ॺঞॽشথॢ७ॼش
ਊमਏपૢगथؚॖথॱ৽ॺॵॿشदৌ९ইॺक़ग़॔पঢ়घॊ७ॼش
ॖথॱ ॺॵॿش/LYH ॺঞॽشথॢ उेलؚਊऋखञৃਚद৫ಈघॊৌએ
ૄभ७ॼ॑ش৫ಈखऽघ؛൹मऒोैपؚ6HUYLFH6HOHFW સਬતऽञमؚ
૮दਸघॊऒधऋ૭ચदघ؛ਸ૭ચऩ७ॼشपमؚਊऋಹप
৫ಈघॊ७ॼॢृشঝشউ७ॼؚشढ़५ॱঐॖ६७ॼشऋஅऽोऽघ؛
ऩउؚ6HUYLFH6HOHFW સਬતऽञमؚ૮दਹ৷दऌॊ೧उेलؚ৫ಈभᄄ
২पणःथमؚਊभଇपेॉऽघ؛ৌधऩॊ७ॼشपणःथमওشঝृ
:HE १ॖॺಉपेढथ൹पৢੴऔोऽघ؛
I ঁॻشक़ग़॔উটॸॡॺय़ॻ شথॢঝ भઐఌ
൹भৌ९ইॺक़ग़َ॔ॿॵॺডشॡගُपॉؚ൯ँॊःमृ಼ౌؚঽே
಼૩ऩनभਂ૭ಿৡपेॉॻথॢঝऋ૩॑ਭऐञৃ়पमؚਊमऒो॑ઐఌ
खऽघ؛ञटखిؚજऩਠभ১ষਃঢ়ऋ൯ृ૩पणःथછએ৲खञਾઔ
છऋँॊৃ়भाधखऽघॻ؛থॢঝभઐఌ१شঅ५म  ফप  ২खऊਹ৷द
ऌऽच॒؛
J ॹॕ५ढ़क़থॺॡشএথ
ਊमजभৎرपؚસਬતदਊऊैଲષृ१شঅ५॑භোदऌॊॹॕ५ढ़क़
থॺॡشএথ॑൹पघॊऒधऋदऌऽघ؛ॡشএথभਯ؞ᄄ২؞ரథपण
ःथमହखऽच॒؛
 ీ৺
মీ৺मؚऊैവऽदৡ॑થखऽघ؛ऊैমీ৺भവऽ
दَ॑ీ৺ُधखऽघీ؛৺भીവऋपढञपमؚऽदप
ਚभুਢऌपปढथಌৗুਢऌ॑ষअਏऋँॉీؚ৺ಌৗணછपेढथ൹
ऋखञ॑ಌৗभీ৺धखथీؚ৺ಌৗ॑ষःऽघ؛ऒऒदःअ
َُधमీؚ৺വাभ   قऋଅ໑भৃ়मؚजभ॑ك
खऽघ؛ऩउؚ൹ऋমీ৺भःङोऊभඨपୀખखञৃ়ؚমీ৺मঽ
पੰऔोऽघ؛

 ీ৺ৌছॖ७থ५
൹म৳થघॊਈৗংش४ঙথभ 9HFWRUZRUNV,QF९ইॺक़ग़॔৸ছॖ७থ५
ؚ॑ਊऋછએद়ਔखऩःॉؚৌ९ইॺक़ग़॔पஅीऩऐोयऩॉऽच॒؛
൹ऋ০୯ਸছॖ७থ५॑භোघॊৃ়मؚභোৎपমీ৺पছॖ७থ५॑୯
ਸघॊਏऋँॉऽघ؛
 ీ৺મস
ੂ ऊैവऽद पणःथमؚ൹मমీ৺प౧ᔩഀखञৎਡ
दؚৌधऩॊছॖ७থ५पणःथؚমணછपँॊَੂీ৺મসُ॑ਊ
षઉமؚऽञम 6HUYLFH6HOHFW ඞਲ਼॑৽खؚਊप੍௸ःऽघ؛ਊम
ీ৺ಌৗभీ৺મসपणःथؚমీ৺भ৽ૌরपহৢੴभؚಌघॊऒध
ऋदऌؚऒभৃ়ؚಌमਊभৢੴਈੂभీ৺৫पৡ॑खऽघీ؛
৺রप୯ਸऔोञছॖ७থ५भ୯ਸీ৺મসमؚ୯ਸছॖ७থ५॑භোखञ
ৎਡभ 6HUYLFH6HOHFW મস॑ీ৺भଋॉभাਯदাસॉੑखऽघీ؛৺
রप୯ਸऔोञ৸ছॖ७থ५भ୯ਸీ৺મসमؚঽपਰभీ৺ಌৗમস
प୯ਸऔोऽघీ؛৺મসपঢ়खथୖऔोॊાઘल্ؚાઘؚजभभ
ਁᆞਁୖम൹ऋ૿घॊुभधखీؚ৺রपાઘल্ؚાઘऋੜ
પಌऔोञৃ়मਊჾੜપীपणःथु൹ऋ૿घॊुभधखऽघ؛ऩउؚ
ీ৺મসमీؚ৺भੰउेलؚಥরੰ৺भৃ়ुஅीନేखऩःुभधखऽघ؛

 ॔ॡ७५੯
൹मؚਊऽञम 9HFWRUZRUNV,QFऋਏपૢगथ 6HUYLFH6HOHFW এॱشঝ
पਁ৫घॊ৸थभ౾੯ؚ१شঅ५੯ؚभ্ଉ॑ஹॊुभधखऽघ؛ऒोै
भ౾੯ಉमমీ৺ഁؚશಥ൹पৢੴऔोॊुभधखऽघ؛൹ؚ൹भ
జ৩ؚ৸थभഅੳঘش२म ⓠ ਊऽञम 9HFWRUZRUNV,QFऋघॊটॢ
ॖথੲਾؚऩैलप ⓡ ৸थभ९ইॺक़ग़ؚ॔ષؚॖথॱ ॺॵॿش/LYH ॺঞش
ॽথॢभ੶ஈॺؚঞॽشথॢಞ౫ॺؚঞॽشথॢभಆઍؚऩैलपभএش
ॱঝभ॥থॸথॶ ਰৣऽधीथَ॥থॸথॶُ भਃഡ॑৳घॊुभधखऽघ؛
൹मَీ৺૿ਊُ॑ભ୵खؚমీ৺पঢ়৴घॊহඨभਸ਼૿ਊधखؚਊ
ऋএॱشঝ৽दਏघॊ৸ੲਾؚ॑൹॑৻खथघॊँؚॊःमਏप
ૢगथಌৗघॊிભ॑अुभधखऽघ؛ऩउؚઇਃঢ়भৃ়मؚ৾पਝ઼
औोञઇਝदभਹ৷पैोऽघ؛ઇਝਗदभਹ৷मदऌऽच॒؛१
شঅ५पঢ়৴खथ൹ऋघॊ৸ੲਾमؚ9HFWRUZRUNV,QFधુથघॊुभध
खऽघ؛൹मഅੳঘش२भরऊै  ਰभَ१এॺشਖ়च৻ُ॑ભ୵
घॊुभधखऽघ؛൹मমీ৺भৌधऩॊ९ইॺक़ग़॔भ  ছॖ७থ५ओध
प  ؚਈপ    ছॖ७থ५ਰभৃ় ऽदभ१এॺشਖ়च৻॑ભ୵
घॊऒधऋदऌऽघ؛উঞ॔ 7HFK १এॺشदभૼ१এॺشਏमؚ१এ
ॺشਖ়च৻भाऋষइऽघ؛
 ੴਚથਥ
൹ऋলघॊँؚॊःम१شঅ५पஅीथਹ৷૭ચधघॊ৸॥থॸথॶपঢ়ख
थؚ൹म 9HFWRUZRUNV,QFउेलؚਊऋऒोै॑ँैॅॊওॹॕ॔पँؚ
ैॅॊ৯दؚ৸਼ੀदؚਹ৷મऩखपెؚਢऊणశஆಚप৷ःॊಅ૭॑ଖ
इॊुभधखऽघ؛൹म 9HFWRUZRUNV,QFउेलؚਊभ্ँॊःमःङ
ोऊऋؚघॊ৸थभ॥থॸথॶपৌखथँैॅॊੴਚથਥ؞ਥਹभು؞
ਹ৷ਥ॑৳खथःॊऒध॑അੳखؚਔघॊुभधखऽघ؛
 ీ৺भඒந
൹मਊऊैभછએपेॊಅ૭ऩऎؚমీ৺ँॊःमমీ৺भ॑ඒநؚছ
ॖ७থ५ؚਲ਼ేؚଖؚ൛ؚজش५ؚඒघॊऒधमदऌऽच॒؛
9HFWRUZRUNV,QFमমీ৺भਸ਼ਕਭஇदँॉ ؚⓠ  মీ৺प੦तऎਊभ
ਥਹधଝਜ॑ಲഅघॊؚऽञम ⓡ  ਊऊैषমీ৺॑ඒநघॊेअपட
घॊऒधऋदऌऽघ؛
 ૮৳؟ிભ
১ऋಅ૭घॊਈপभ೧दؚ१شঅ५मँैॅॊரథभःऊऩॊંऽञ
म༷ંभ৳॑घॊऒधऩऎؚਠ૾भऽऽऔोऽघ؛൹मৌ९ইॺक़ग़
॔॑৷ःथਛखञ৸थभਛટपणःथ৸ிભ॑ःऽघ؛ःऊऩॊৃ়ुؚ
१شঅ५पକघॊँؚॊःम१شঅ५पঢ়৴खञ৸டपৌघॊਊभઝਜ
પमీؚ৺भ੶ऽञमਂ১ষನभँॊऩख॑ਖॎङؚমీ৺प੦तऌ൹ऋਊ
प੍௸अৌ॑தइॊऒधमऩःुभधखऽघ؛ऽञؚःऊऩॊৃ়ुؚਊ
मટؚம્ؚऩؚຌ૩๖ृؚਥ؞হਹஇभଷपणः
थؚऒोैऋেगॊ૭ચਙपणःथਾઔ॑ਭऐथःञधखथुؚிભ॑ॎऩः
ुभधखऽघ؛
 හಋ
মీ৺मমবभ১पುखؚऒोपజढथੰऔोॊुभधखऽघ؛মీ৺
पକघॊँॊःमঢ়৴घॊଥृடؚऽञमजभृਛয়मূ্ؚଇ
ਖ਼ਚभ௧രଵლਥपజअुभधखऽघ؛মీ৺म৸ऩॊ়ਔ॑ଡਛखؚম੯प
ঢ়घॊਊध൹भీ৺ഁभ়ਔহඨपરखऽघ؛মీ৺द્प੶औो
थःॊৃ়॑भझऌؚমీ৺भఊਫमؚછએदষॎोऊणਊध൹पेॊ౧
ᔩഀऋऔोऩःॉৡ॑થखऽच॒؛মీ৺भःङोऊभ੶ऋ১ਘৡ॑
ञऩःधৠऔोञৃ়ؚჾਊघॊ੶मਏपૢगथ১ਘৡ॑णेअ
पఊਫؚऔोॊुभधৄऩखؚःऊऩॊৃ়पउःथुؚমీ৺भभ੶
पम୶खऩःुभधखऽघ؛
जभ
মీ৺पीऩःহඨऽञमؚমీ৺भ၎ষपઑଝऋেगञৃ়मؚਊउेलؚ
൹भऋยਔ॑ुढथੈ৮खੰؚৠपँञॊुभधखऽघ؛
ফাહ 

