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アトランティス 3D エディター
はじめに

アトランティス 3D エディター 
アトランティス 3D エディターは、デザインしたアバットメントを、歯科技工士が製造前に視覚化して編集を行うと
いう 2 つの機能を持ち合わせており、アトランティス 3D ビューアーソフトウェアを強化した製品です。

アバットメントのデザインデータは、アトランティス 3D エディターによってさらに修正や形成され、製造工程で直
接使用します。

アトランティス 3D エディターは、一般的で基本的なデザインの外観への変更も可能となります。機能性や製品能
力を損なう可能性のあるアバットメント デザインへの変更はできません。強度不足等で製造できないデザインに
修正しようとした場合は、アバットメントが赤色で表示されて、修正しようとしたデザインでは製造できないことを
示します。

アトランティス 3D エディターは、編集モードにすることでマージン、支台部、ショルダーおよびカットバックのデ
ザインに関して、高さは 0.1mm、角度は 1 度の単位で調整ができます。この機能を使用して希望するデザインに
変更ができない場合は、コメント欄を使用して、デンツプライインプラントに依頼していただくことで、アトランティ
スのアバットメント デザインテクニシャンが代わりにデザインの変更を行う事ができます。この場合、更新された
アバットメント デザインは、製造前にデザインの確認と承認のために、再度送付されます。アトランティス アバッ
トメント デザインのイメージは、イメージを共有したいメールアドレスを追加することで、アトランティス 3D エディ
ターでデザインのイメージを共有していただけます。「デザイン確認有り − イメージ送付」の症例で、3D のアバッ
トメント イメージ 送付先アドレスとして登録された 3D イメージの受信者は、症例のイメージを 3D で閲覧するこ
とができます（ソフトウェアのインストールが必要です）が、編集機能はご利用いただけません。

システム要件 
アトランティス 3D エディターを起動するために最低限必要なシステム要件は以下の通りです。 
◦ Windows XP サービスパック 1 またはそれ以上 
◦ 3D 対応グラフィックスカード 

ウェブブラウザ：
◦ Internet Explorer（32 ビットバージョンのみ、IE 6 以上） 
◦ Chrome 
◦ Mozilla Firefox

インストール 
アカウントマネージャーとユーザー
の両方を起動してください。
マイ アカウントに登録をされてい
るアカウントユーザー の ID および
パスワードでログインし、アカウン
トマネージャーとして、「マイ アカウ
ント」ページの「詳細」セクション内
にある「情報を編集 >>」リンクをク
リックして、「アトランティス 3D エ
ディター」を有効にしてください。
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「マイ  アカウント」ボタンをクリックして、アトランティス 3D エディターのユーザー設定を変更してください。

アトランティス 3D エディター 
インストール

「アトランティス 3D エディター」を選択してください。

「情報を編集 >>」リンクをクリックしてください。



6

ご要望いただいたアトランティス アバットメント デザイン
を 3D で閲覧するためには、アトランティス 3D エディター 
プラグインをダウンロードしてインストールする必要があ
ります。「OK」をクリックして進んでください。

アトランティス 3D エディターをインストールしない場合に
は、このメッセージを無視して、このケースの 2D イメー
ジをご確認ください。

今後のオーダーの際に、このメッセージが表示されない
ように削除するには、詳細ページの「2D のみ」オプション
をクリックしてください。

「アトランティス 3D エディター プラグイン」をクリックして進
んでください。 

アトランティス 3D エディター
インストール

「デザイン確認有り − イメージ送付」オプションが選択されている症例のケース イメージを初めてご確認される際
には、以下のメッセージが表示されます。

アトランティス 3D エディター プラグインをインストールす
るために、「実行」をクリックして、インストールを開始し
てください。

インストールをやめる場合は、「キャンセル」をクリックし
てください。

プログラムを実行するために、もう一度「実行」をクリック
してください。
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「Install」をクリックしてください。

諸条件を確認後「I Agree」をクリックしてください。

アトランティス 3D エディター 
インストール

アトランティス 3D エディターのコンポーネントがチェック
されていることをご確認いただき、「Next」をクリックして
ください。

インストールが終了したら、「Close」をクリックしてくださ
い。

注意：アトランティス 3D エディター プラグインをインス
トールした後に、ブラウザを更新してください。
また、各種ブラウザに対して 3D エディターをプラグインと
して許可してください。
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閲覧モード

アトランティス 3D エディターのインストール後、使用可能になります。
最初の表示は、閲覧モードのみで、アトランティス アバットメントを示します。 

◦「回転」： 模型を回転させるには、マウスを左クリックした状態を保って下さい。
◦「移動」： 左 / 右 / 上 / 下にドラッグするには、マウスを右クリックした状態を保ってください。
◦「ズーム」： 画像の拡大と縮小には、マウスホイールを上下にスクロールしてください。

「リセット」
　表示を初期設定にリセットします。

「付箋」
　 メインウィンドウ（イメージの上 / 回り）に目印を配置できます。

「ルーラー」
　クリックされた 2 点間の測定値（ミリメートル）で表示します。

「消しゴム」
　すべての付箋および測定値をクリアします。

「カメラ」
該当するオーダーに対応しているアバットメント デザインテクニシャンに送信するイメージのスクリーン
ショットを撮影します。
付箋や測定値付きのイメージを送信する際にご使用ください。また、付箋に対してのコメントや指示を
画面内のコメント欄に入力できます。このコメント欄は英語のみの対応となります。日本語のコメント
を入力される際は、ページ下部「デザインの承認」項目のコメント欄をご使用ください。お使いのコン
ピューターにイメージを保存する際にもご使用いただけます。

ツールバー

アトランティス 3D エディター
閲覧モード
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アバットメントを選択してアバットメントをご覧頂く為
の操作ができます。矢印をクリックすると、あらゆる
角度からアバットメントをご覧いただけます。

「表示」を使用することで、現在選択されているアバッ
トメントとその関連インプラントの可視性のオン / オ
フの切り替えや、可視性をオンに設定した場合の透
過率の調整を、アバットメントごとに行うことが可能
です。

「表示」のチェックボックスを使用して、上下の模型の
可視性のオン / オフを切り替えることや、「表示」のス
ライダーを動かすことで、模型の透過率を調整するこ
とが可能です。オーダーと一緒に、診断用ワックスアッ
プを送信された場合は、診断用ワックスアップと一緒
に閲覧していただけます。

「エディタを開く」をクリックすることで、編集機能を
有効にします。 

近心ビュー

唇側 / 頬側ビュー

咬合 / 切端ビュー

遠心ビュー

接合部

舌側ビュー

操作説明

近心 / 遠心ビューからは、アバットメントが周囲の組
織とどのように接触しているのかが見られるように、
模型の断面図を示します。
この表示の下のドロップダウンメニューを用いて、ま
たはメインウィンドウのお望みのアバットメントを単
にクリックすることによって、アバットメント デザイン
の選択内容を変更することができます。
近心 / 遠心ビューで切り取られた模型の表示をリセッ
トするには、アバットメント自体をクリックしてください。

アトランティス 3D エディター
閲覧モード

ツールバー

カラーコード
編集中のアバットメントは、選択された材質に付与
されたカラーコードと同じ色で表示されます。 
編集中でないアバットメントは濃い青で表示されま
す。
見やすいように、上下の模型は異なった色で表示さ
れます。

アトランティス 3D エディター－ カラーコード

模型
上    下 チタン ゴールドシェード ジルコニアシェード

00       10       20       30
編集中でない
アバットメント
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「カメラ」

フィードバックのご提供には、「カメラ」をクリックし
て、メイン画面のイメージのスクリーンショットを撮
ると、「アバットメント デザインテクニシャンに対する
コメント」欄にコメントを入力できるようになります。
デザインに関して追加のコメントがある場合にご入
力ください。

「コメントの送信」をクリックして、イメージとコメン
トをアバットメント デザインテクニシャンに送信して
ください。E メールにて返信いたします。

「名前を付けて保存する」をクリックして、イメージ
をあなたのコンピュータに保存してください。

「ルーラー」

「ルーラー」ボタンを用いて、測定したい部位につ
いて、始点と終点の 2 点をクリックすることで、2
つの位置間を測定してください。
その後、以下の「カメラ」 セクションに記述されてい
るように、イメージを送信したり保存したりするた
めに、「カメラ」を使用して、このイメージを撮影し
ていただけます。

アトランティス 3D エディター
閲覧モード

デザインの承認
ページ下部に設けられた、「デザイン承認」項目の

「デザイン決定」をクリックして、デザインを直接製
造工程に送ってください。
アバットメント デザインを変更依頼し、修正された
アバットメントのイメージを受信されたい場合は、
デザイン承認項目にあるコメントボックスにコメン
トを入力してください。コメント欄は日本語に対応
しております。 
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アトランティス 3D エディター
編集モード

編集メニューを表示するには、「エディタを
開く」をクリックしてください。

編集メニューを非表示にするには、「閲覧
のみ」をクリックしてください。

編集モード
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アトランティス 3D エディター 
編集モード

ツールバー
新規症例を開くときには、値はゼロが示されており、デンツプライインプラントのアバットメント デザインテクニシャ
ンがデザインしたオリジナルデザインと同一に設定されています。値の変更は、0.1mm の単位で表示されています。

編集調整パネル（左）
・マージン径と高さ （「マージン」タブ使用）
・支台部高さと角度（「支台部」タブ使用）
・ショルダー径（「ショルダー」タブ使用）
  （アトランティス アバットメントに対して）

・カットバック量 （「カットバック」タブ使用）
  （アトランティス クラウン アバットメントに対して）

閲覧調整パネル（右）
すべての閲覧機能調整と機能はそのままです。詳
細情報については、8～10 ページをご参照ください。
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アトランティス 3D エディター
編集モード

マージンの調整
マージンの径と高さおよび近心、遠心、唇側およ
び舌側面を変更するには、「マージン」タブをクリッ
クしてください。 
マージンの幅を、アトランティス ウェブ オーダー 
にて選択したエマージェンス プロファイル 径 オプ
ションから変更が可能できます。サポート ティッ
シュを、カントゥアー ティッシュに変更が可能です。

矢印を上下にクリックすることで単位の調整が出
来ます。
1 回のクリックで、0.1mm 単位で変更可能です。

注意 : アバットメント デザインが製造上の許容値
を超えて修正されると、アバットメントは赤色で表
示されます。詳細情報については、19 ページを
ご参照ください。

注意：マージン幅 （A）またはショルダー幅（B）を
変更される場合は、必ず切端位置を確認して、必
要に応じて支台部の角度（C）を調整してください。

マージンの調整 

A. 
オリジナル

C.
唇側 / 舌側の角度を調
整する

B.
唇側幅を変更する
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アトランティス 3D エディター
編集モード

支台部の調整 

支台部の調整
支台部の高さや角度などのアバットメントのデザ
イン面を変更するには、「支台部」タブをクリック
してください。支台部調整では、支台部の角度を、
近心 / 遠心の角度および唇側 / 舌側の角度に変更
していただくこともできます。

「支台部タブ」の調整機能には、支台部の近遠心
方向角度 / 支台部の頬舌方向角度、咬合面の近
遠心方向角度、アバットメントの水平方向角度へ
の変更オプションもあります。

変更は、角度に対しては 1 度、高さに対しては
0.1mm の単位で反映されます。

注意：支台部の近遠心方向角度 / 支台部の頬舌
方向角度および咬合面の近遠心方向角度を変更
するときには、切端も調整しなければならない場
合があります。

咬合面の
近遠心方向角度

支台部
の角度 インプラント

の角度



15

アトランティス 3D エディター
編集モード

ショルダーの調整
アトランティス アバットメント（セメント固定
式）に対応
近心、遠心、唇側および舌側面間の個々の変更を
行うには、「ショルダー」タブをクリックしてくださ
い。 

注意： ショルダー幅は、最低限必要となる支台部
厚みによって制限される場合があります。

ショルダーとカットバック量の調整 

変更はすべて、1 回のクリックで 0.1mm の単位で
行われます。

カットバック量の調整
アトランティス クラウン アバットメント（スク
リュー固定式）に対応
近心、遠心、唇側および舌側面間の個々の変更を
行うには、「カットバック」タブをクリックしてくださ
い。

注意：カットバック量は、最低限必要となる支台
部壁の厚みによって制限される場合があります。
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アトランティス 3D エディター
編集モード

変更の取り消し

「デザインの保存」ボタン
「デザインの保存」ボタンをクリックして、いつでも

編集 / 進捗状況を保存することができるので、次
に症例を開かれるときには、デザインは保存され
た状態のままになっています。 

「デザインの保存」ボタンをクリックすると、変更内
容はデンツプライインプラントにも送信されます
ので、デンツプライインプラントでも、最後にお
客様が保存された内容を見る事ができます。 
作業を保存された後で、製造のために承認してい
ただくこともできます。

「デザインを戻す」ボタン
最後に保存したデザインに戻るには、編集パネル
の最上部にある「デザインを戻す」ボタンをクリック
した後に表示されるポップアップウィンドウの、保
存ボタンをクリックしてください。
デンツプライインプラントのデザインテクニシャン
がデザインしたデザインデータをリロードするに
は、「オリジナルデザイン」ボタンをクリックしてく
ださい。
メニューを終了するには、「キャンセル」をクリック
してください。
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アトランティス 3D エディター
編集モード

デザインの承認

編集モードで変更されたデザイン内容にご同意頂
ける場合は、ページ下部に設けられた、「デザイ
ン承認」項目の「デザイン決定」をクリックして頂く
事で、承認頂いたデザインが製造工程に送られま
す。 
さらにデザインを変更されたい場合は、「デザイン
が承認されていません（以下の修正を行った上で再
送信し、デザイン決定してください。）」をクリックし
てコメントを入力してください。コメント欄は日本
語に対応しております。E メールにてご返信いたし
ます。また、コメントは全て履歴としてアトランティ
ス ウェブ オーダー上に残ります。

注意：デザイン承認を行う前に、必ず編集内容を
保存してください。

症例イメージ共有の E メールア
ドレスは、「オーバービュー」ペー
ジで入力していただけます。

症例イメージは、オーダーの確
定をされた後でも共有していた
だけます。

3D イメージの共有
アカウントユーザーは、「オーバービュー」ページの画像項目内の「アバットメント イメージ 画像 送付先アドレス」を
使用して、症例イメージを 2D または 3D で共有していただけます。1 番目の欄に入力された E メールの非アカウ
ントユーザーでも、症例の 3D イメージを確認することができます。2 番目の欄に入力された E メールの非アカウ
ントユーザーは、症例の 2D イメージのみを確認することができます。

注意：「デザイン確認有り − イメージ送付」の症例で、3D のアバットメント イメージ 送付先アドレスとして登録さ
れた 3D イメージの受信者は、3D の症例イメージを閲覧することができます（ソフトウェアのインストールが必要
です）が、編集機能はご利用いただけません。
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アトランティス 3D エディター 
トラブルシューティング

トラブルシューティング
イメージの閲覧中に問題があった場合は、すべてのブラウザウィンドウを閉じて、もう一度お試しください。

入力欄にお名前と E メールアドレスをご入力ください。 
テキストボックスに、エラーに関する詳細やコメントを
入力してください。

「Send（送信）」をクリックして、この情報を送信してく
ださい。

左記の画面が表示された場合は、プロキシサーバーの
追加が必要であることを示しています。情報をお持ち
でなければ、コンピューター販売会社や管理者にご連
絡ください。

イメージがまだロードされない場合は、コンピュータ
を再起動してください。 
スタートメニューをクリックして、シャットダウンを選択
し、その後再起動してください。 
コンピュータが再起動されたら、もう一度お試しくださ
い。 
これで問題が解決されなければ、「Send error report

（エラーレポートを送信）」ボタンをクリックして、デンツ
プライインプラントにご連絡ください。

ここで記載されていない問題が発生した場合や、追加のサポートが必要な場合には、デンツプライインプラントに
ご連絡ください。
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アトランティス 3D エディター 
Q & A

Q & A
編集モードに関する  Q & A 

Q：変更作業を中止して、後で再開することができま
すか？

A：はい。保存ボタンをクリックして、いつでも作業
を保存していただくことができます。次に症例を
開くと、アバットメント デザインには、前に保存
された変更内容が含まれています。

Q：希望するデザインに変更ができない場合は、どう
したらよいですか？

A：アトランティス 3D エディターを使用して修正でき
ないアバットメント デザインの、デザイン要素が
いくつかございます。ご要望のデザインに変更が
できない場合は、ページ下部に設けられた、「デ
ザイン承認」項目の「デザイン決定」にご要望を
記載して頂き、デンツプライインプラントに送信
することによって、変更を依頼してください。

Q：変更を行ったのですが、サポートが必要な場合、
デンツプライインプラントで、私が行った変更を
見ることはできますか？

A：はい。「デザインの保存」ボタンをクリックしてい
ただくと、最後に変更した内容が登録されます。
ご連絡いただけば、デンツプライインプラントは、
最後にお客様が保存された内容を見ることがで
きます。

Q：歯科医師とアトランティス 3D エディターを共有す
ることはできますか？ 

A：はい。症例イメージを共有していただくことがで
きます。閲覧ソフトウェアをダウンロードしたこと
のない歯科医師と 3D 症例イメージを共有されて
いる場合は、送信されたイメージを閲覧するた
めに、アトランティス 3D エディターのダウンロー
ドが必要です。「デザイン確認有り − イメージ送
付」の症例で、3D のアバットメント イメージ 送
付先アドレスとして登録された 3D イメージの受
信者は、3D の症例イメージを閲覧することがで
きますが、編集は出来ませんのでご注意ください。 

Q：アトランティス 3D エディターのソフトウェアには、
不正なデザイン編集を防ぐ為のセーフガードが
組み込まれていますか？

A：はい。アトランティス 3D エディターのソフトウェ
アには、ご要望のアバットメント デザインに対す
る最適な強度と機能を確保するためのさまざま
なパラメーターが存在します。

   ・1 つのパラメーターを変更されると、適切なアバッ
トメントの形状を維持するために、他のデザイン
パラメーターも、変更されます。アトランティス 
アバットメントのデザインに関するすべての要素
は、最適な臨床結果を得る事を考慮して設定さ
れています。例えば、アバットメント支台部のテー
パー角と着脱方向は、アンダーカットがなく正確
な適合を確保する為にしっかり保たれています。

   ・製造基準を満たす為に、すべての変更はモニタリ
ングされます。これによって最小角度の正確な調
整が可能になり、アバットメントがマテリアル ブ
ランクよりも大きくデザインされないことが保証さ
れています。 

 例えば、マテリアル ブランクを超えると、アバッ
トメントは赤色に表示されて、ご要望のデザイン
が製造要件を満たさないことを示します。マテリ
アル ブランクの 2 つの要素として、アバットメン
トの最大高さ、およびデザインがスクリューホー
ルからどこまで延長できるかを規定する範囲があ
ることにご留意ください。

Q：アバットメント デザインにデザイン変更を行うと
きに、最終補綴物のイメージ像を見ることができ
ますか？

A：このオプションは現在のところご利用いただけま
せん。

Q：アトランティス 3D エディターで、平行性を調整
できないのはなぜですか？

A：アバットメント デザイン編集過程の効率性を確保
するために、平行性の調整や着脱方向の調整な
どの要素は、複数ユニットで製作する場合の問題
を考慮して、3D エディターに含まれていません。
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アトランティス 3D エディター
Q & A

Q：支台部の角度を変更しても、アバットメント支台
部の片側が動かないのはなぜですか？

A：単独歯の症例、またはユニットが支えられていな
い症例に対しては、着脱方向は支台部の角度に
従います。しかし、複数のユニットが一緒に支え
られるマルチユニットの症例では、支えられるユ
ニットの着脱方向の角度も、アバットメント支台
部形状の計算の要素に入ります。これらの場合に
は、新しい支台部の角度が着脱方向と矛盾する
ので、ツールは新しい支台部の角度と着脱方向
との間の最適なバランスを維持しようとします。
つまり、アバットメントの片側は支台部の角度と
マッチするのに対して、反対側は着脱方向によっ
て制限されます。 

Q：直線的ではなく、湾曲したエマージェンス プロ
ファイル 形状を作成したいのですが、可能です
か？

A：異なったエマージェンス プロファイルのアバット
メントを作成することは可能です。しかし、アトラ
ンティス 3D エディターでは調整できません。エ
マージェンス プロファイルを調整されたい場合
は、コメント欄を用いて、ご依頼ください。

Q：咬頭をもっと丸くして、その位置と高さも変更し
たいのですが、可能ですか？

A：このタイプの調整をされるには、コメント欄を用
いて、ご依頼ください。

Q：3D エディターで、どのようにしたらアトランティ
ス クラウン アバットメントのカットバック量を調
整できますか？

A：アトランティス アバットメントのショルダーを調整
されるのと同じようにアトランティス クラウン ア
バットメントのカットバックを調整できますが、代
わりに「カットバック」タブを用いてください。「カッ
トバック」タブ（16 ページ）は、ポーセレンの築成
スペースをコントロールします。アトランティス ク
ラウンアバットメントの詳細については、アトラン
ティス デザイン ガイドをご参照ください。

Q：支台部保持面積が不十分な場合はどのように対
処されますか？

A：アバットメントの支台部が、クラウンを保持する
には小さ過ぎるとソフトウェアが判断した場合は、
アバットメントが赤色で表示され、ご依頼の仕様
では製造できないことを示します。マージン ポジ
ションとショルダー幅を変更して頂く事で、この問
題を対処して頂きます。

Q：支台部が薄い場合はどのように対処されますか？
A：形状オプションの組み合わせ次第で、支台部が

薄くなる場合がありますが、破損や支台部エッジ
が鋭くなる事を避けるために、ソフトウェアが自
動的に再形成します。支台部が薄い場合、予想
よりも支台部の高さが低く現れることがあります。
対応するショルダー幅を減らしたり、マージン ポ
ジションを広げたり、ときには支台部角度を調整
したりすることによって、この領域で厚みを増加
していただくことができます。

Q：どうしたらマージンを低くすることができますか？
A：それ以上、マージンを低くすることができない場

合は、アバットメントとインプラントの接合部に
最低限必要なマージンの高さ要件に達したことを
示しています。

アトランティス アバットメントデザインの
最適化に関する  Q & A
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アトランティス 3D エディター 
Q & A

Q：マテリアル ブランク内に適合するように、どのよ
うに高さを調整できますか？

A：アバットメントの高さを上げる際に、製造可能な
高さの限界を超えると、アバットメントの色が赤
くなって、製造要件を満たしていないことを示し
ます。アバットメントの高さを増加させている間
にアバットメントが赤色に変化した場合、アバッ
トメントの色が正常に戻るまで、高さを低くしてく
ださい。アバットメントの色が赤色に変化する状
況、アバットメントが製造可能な幅、角度、他の
デザインパラメーターを超えた際に発生します。
このような場合には、アバットメントの色が正常
に戻るまで、行った変更を元に戻してください。

Q：アトランティス 3D エディターは Mac にも対応し
ていますか？

A：いいえ。アトランティス 3D エディターは Mac に
対応しておりません。 

他のご質問や問題については、デンツプライインプ
ラントにご連絡ください。
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デザイン用語
基本的なランドマーク − 前歯部のデザイン

歯冠（切端に向かって）

根尖（歯根に向かって）

唇側ベベル

切端

マージン

シャンファー/ショルダー幅

粘膜立ち上がり形状

隣接歯間部

支台部（テーパー）

基底結節

遠心

近心

舌側

唇側/頬側

基本的なランドマーク − 臼歯部のデザイン

頬側咬頭

シャンファー/ショルダー幅

歯冠（咬頭に向かって）

根尖（歯根に向かって）

舌側咬頭

頬側ベベル

支台部

マージン

インプラント接合部

中心窩

隣接歯間部

粘膜立ち上がり形状

遠心

近心

舌側

頬側 

アトランティス 3D エディター 
デザイン用語
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Atlantis VAD ™

Custom Connect ™

Soft-tissue Adapt ™

Natural Shape ™

BioDesign Matrix™

アトランティスは、アトランティス バイオデザインマトリックスとして知られている
4 つの重要な機能が組み合わさって構成されています。これらの機能は相互に作
用して、天然歯の機能と外観を再現するために軟組織をマネージします。歯科技
工所、歯科医師およびインプラント患者にとってのアトランティスのメリットです。

• Atlantis VAD ™ − 最終歯牙形態および個々の患者の解剖
学的構造からデザインされています

• Natural Shape ™ − 個々の患者の解剖学的構造に基づ
いた独自の形状とエマージェンス 
プロファイル

• Soft-tissue Adapt ™ − 軟組織の治療および、最終補綴
物に適応するために有利な環境を
実現

• Custom Connect ™ − 強力で安定した適合 - 主要なインプラン
トシステム用にカスタマイズされた接合部

カスタマー・サービス・センター　　　0120-4618-68　FAX：0120-4618-67
〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル
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