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クォータ ｜ ITALY

icon
RACING geometry
レーサーに最適なジオメトリー。深い前傾と、機敏
なハンドリングを可能として、トップレーサーや上
中級者がレースで使用するのに適しています

ENDURANCE & comfort geometry
ロングライドに最適なジオメトリー。アップライトな
ポジション構築が可能で、直進安定性に優れ、長
距離でもライダーの疲労を軽減します

AERO CONCEPT
空気抵抗を低減したエアロ形状を採用したフレー
ムセット。タイムの短縮に効果的で、T.T. バイクは
もちろんのことロードバイクにも採用されています

HM CARBON FIBER
ライダーのペダリングパワーを余すことなく推進力
へと変換する高弾性のハイモジュラスカーボンファ
イバーを採用しています

OVERSIZE headset
ヘッド部分を大径化することにより、ハンドリング
性能を向上。コーナーでのコントロール性や、クラ
イミング時の反応性を高めます

MONOCOQUE construction
各部で理想的なカーボンファイバーの積層を可能
としたモノコック製法を採用。軽量でありながらも、
剛性や振動吸収性を高めています

E-THRU AXLE
ホイールを 12mm のスルーアクスルでマウントする
ことで、剛性を高める規格です。ディスクブレーキ
モデルに採用しています

このアイコンはフレーム
の対応タイヤ幅を表して
います。

それぞれの数値のタイヤが入るよう設計していますが、タイ
ヤやリムの銘柄によっては装着できない可能性がございます。
詳しくは販売店様にご相談下さい。

DI2 READY

25”28”35” Tires ready

シマノの Di2 電動コンポーネントのアッセンブルが
可能なフレームセット。ケーブル類やバッテリーをス
マートに内蔵することが可能です

HIDDEN seatpost clamp
シートポストクランプをフレームに内蔵することによ
り、スッキリとしたスタイリングを実現。空力抵抗
の軽減にも効果があります

Progressive DIMENSIONING and 
DIFFERENTIATED lamination size by size
サイズごとにカーボンの積層を変えることにより、
剛性レベルの均一化を図るテクノロジーです

INTERNAL cable routing
ブレーキやシフトケーブルをフレームに内蔵し、スッ
キリとした取り回しを可能にします。ケーブルが露
出しないため空力面でも効果があります

BB386
幅広かつ大径の BB386 規格を採用したフレーム
セットです。さまざまなクランクセットに対応した汎
用性の高さも魅力です

ライダーをさらなる高みへと誘うイタリアンデザインとテクノロジー

全ての始まりはミラノ郊外のフロントフォーク工房から

本場イタリアで鍛え上げられた「機能美」

KUOTAの源流は1992年、ミラノ郊外に創設されたフロントフォークを製造するシンテマ社にあります。
創業当時、一般的にフロントフォークの素材としてはスチールが使われていました。OEMで多くの素材
や形状、設計思想に触れてきた KUOTA は、軽く振動吸収性に優れるカーボン素材が次世代のロード
バイクの主流になるといち早く判断し、研究を開始。1990 年代中ごろにカーボンが素材として脚光
を浴びてくると、国内外のバイクメーカーの OEM を一手に引き受け成功を収めます。この時、
メーカーの厳しい要望に応えながら、数え切れない程のカーボンフォークを生産する事でカーボン
成型技術にも磨きがかかり、そこで培ったノウハウを活かしてカーボンフレームの製造にも着手しま
した。この時はまだ世界のトップメーカーのほとんどが、金属素材のフレームをフラッグシップに据
えていた時代。そして開発開始から数年が経過した 2001 年のミラノショーで「KSANO（クザーノ）」
を発表し、KUOTA は鮮烈なデビューを飾りました。

近年のフレームは翼断面のエアロ形状や、安定感の高いジオメトリーのエンデュランス
モデル、ヒルクライムに最適な軽量フレーム等、ライドするシチュエーションにあわせ
てバリエーションが増えてきました。しかしながら、同一の用途では似たような形状を
持つフレームも少なくありません。そんな中 KUOTA のフレームは、チューブ断面ひと
つをとっても非常に複雑な形をしたモデルが多く見られます。さらには今や最新ロード
バイクの定番である左右異形断面のチェーンステーや、快適性とヘッド部のねじれ剛性
を両立する横扁平したアーチ型のトップチューブデザインなどは、2003～2004 年頃か
ら既に取り入れられていました。これらの形状は一部分の設計を変更したような継ぎ接
ぎ感のあるものではなく、まるで命が吹き込まれた生き物のように極めて流麗で生命感
溢れるもの。これらの走行性能の高さやデザインセンスとの両立は情熱の国イタリアな
らではです。

KUOTA に刻まれるモノ
一般的に、ロードバイクは如何に無駄なく軽く、空気抵抗を削減し速く、コーナーの路面が荒れて
いても安定して走行できるかを研究し、進化を遂げてきました。もちろんKUOTAも他のバイクブラ
ンドが概ねそうである様に研究に研究を重ね、年々走行性能をブラッシュアップさせてきました。
では、KUOTA が行ってきたことは、他のブランドと同じような事なのか？と言われれば、そうでは
ありません。例えば、軽量フレームがロードバイク業界のトレンドとなっていた時期、KUOTA も軽
量フレームをリリースしましたが、ライバルブランドと闇雲に競い合い「世界最軽量」の座を追い
求めたりはしませんでした。
これは軽さばかりを追い求めると強度は落ち、コントロール性をも失ってしまう事を危惧したから
です。仮にエアロダイナミクスばかりを追い求めれば、フレームに求められる柔軟性が失われ不自然
なライディングフィールになってしまうこともあるでしょう。如何に実測重量が軽くても、エアロ
ダイナミクスが優れていても、乗りにくいと感じるバイクを KUOTA は絶対に世に出しません。
実際に KUOTA のバイクは実測重量の面では他社に劣る部分はあるものの、走行時にライダーが感じ
る走りの軽さや自然な乗り味には特筆すべきものがあり、それこそが KUOTA の最大の特徴とも言え
ます。こういったメーカーの思いが目に見えて分かる部分があります。それはボトムブラケット付
近に描かれた「italian Emotion」の文字。Emotionとは、無意識のうちに湧き出る感情や興奮、心に
深く感じる感性と言うような意味をなします。
より速く ! より遠くへ ! といった乗り手の感情を高ぶらせるような走行性能を理想とし、その理想と
技術的な進歩を上手く融合させていく為に自らの感性を磨き続ける、といった KUOTA の哲学がこの
文字に込められています。

トップアスリートからのフィードバックを活かした製品開発
KUOTA のバイクは、これまでにグランツールを筆頭としたトップレベルの舞台から、アマチュア
のレースまで、多くのレーサーの活躍を支えてきました。レース活動に積極的で、現場からの
フィードバックをバイク開発に生かしているのが、同社の製品開発の特長の一つといえるでしょう。
2016 年まではジロ・デ・イタリアにも出場した、アンドローニ・ジョカットーリに当時のハイエ
ンドバイク KOM を供給し、主に山岳レースで活躍。2017年は、スイス籍のプロコンチネンタル
チームである、チーム・ロスへ供給を行い、2018 年から 2019 年にかけてフランス籍のコフィデ
ィスプロサイクリングチームへ KHANと KALIBUR を供給しグランツールでステージ優勝を飾るな
ど、存在感をアピールしています。トライアスロンの分野ではダニエル・フォンタナ等のトライアス
リートにもバイクを供給して、得られたフィードバックを製品開発へと活かしています。
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KRYON - クレヨン - 上位モデルを踏襲し、エッジの効いたエアロロードへ昇華

重　　　量：フレーム 1,120g、フロントフォーク 470g
サ　イ　ズ：XXS(398)、XS(430)、S(446)、M(471)、L(500) C-T
カ　ラ　ー：ブラックレッド、ブラックレッドホワイト、モザイクホワイトピンク、モザイクブラックホワ
　　　　　　 イト、モザイクレッド、 イエローブラック、ブラックグリーン
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
商 品 番 号：KU-009

XXS(398)、XS(430)、S(446)、M(471)、L(500) C-T

らず

らず

￥319,000 +Tax

￥268,000 +Tax

ブラックレッド

ブラックレッドホワイトモザイクブラックホワイトモザイクブラックホワイト

※上記レッドカラーはラインナップ外

モザイクレッド イエローブラック

ブラックグリーン

前モデルのフレームは流麗かつ、ボリューム感のある造形だったのに対し、新型は角断面を多用し最新のトレンドを反映しつつ、KUOTAらしさも
加味したモノに生まれ変わりました。
ダウンチューブは三角断面から五角断面に角ばりが増し、ペダリングパワーを逃さない形状に。トップチューブは弧を描いたような形状から、直線
的かつエッジの効いた形状になりました。ここまで角断面を多用すると振動吸収性が低い、剛性最優先のフレームと思われがちですが、シートピ
ラーとシートチューブの間にエラストマーを入れることで、振動吸収性も確保。このエラストマーはハードとソフトの２種類が付属するので、好
みの乗車フィールに調整ができます。また、180度入れ替え可能なオーバルシートポストは健在です。高いコストパフォーマンスはもちろん、 XXSサ
イズからのラインナップで、小柄な方に対応するのも特徴。

ABOUT  KRYON▲

SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO 105

シマノ アルテグラ

シマノ 105

グリーン：ソフト
レッド：ハード

ア ク ス  ル：12 ㎜スルーアクスル
ブレーキMT：フラットマウント
ローター径：140mm～ 160mm
エンド寸法：100mm/142mm

ア ク ス  ル：12 ㎜スルーアクスル
ブレーキMT：フラットマウント
ローター径：140mm～ 160mm
エンド寸法：100mm/142mm
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各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
パーツの適合・装着の可否については、お近くの販売店にお問い合わせください。



KOBALT - コバルト - 「エントリーモデルに求められるモノは何か？」
その問いに対するKUOTAの回答

KUOTAのエントリーモデルが「KORSA」の後継モデルである「KOBALT」です。
オーソドックスなフレーム形状はクセの無い、素直なライディングフィールが持ち味。リアブレーキワイヤー、シフトワイヤーが内蔵になりスッキ
リとした見た目になり、購入後のアップデートがしやすいよう、Di2対応モデルになりました。
また、他社で有りがちなミックスコンポをしていないのも見逃せません。 乗る人を選ばず、初めてのロードバイクに最適な1台です。

ABOUT  KOBALT▲

ブラックレッド

グレーホワイトグロッシー グレーグリーングロッシー

グレーブルーグロッシー

ブラックレッドホワイト

グレーレッドグロッシー

重　　　量：フレーム 1,150g、フロントフォーク 470g
サ　イ　ズ：XXS(407)、XS(437)、S(469)、M(503)、L(522) C-T
カ　ラ　ー：ブラックレッド、グレーホワイトグロッシー、グレーグリーングロッ
　　　　　　シー、グレーブルーグロッシー、グレーレッドグロッシー、
　　　　　　ブラックレッドホワイト
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
商 品 番 号：KU-010

￥228,000 +TaxSHIMANO 105
シマノ 105

KUOTAのエントリーモデル「KOBALT」のDISC ROADモデルです。
ディスクブレーキの搭載にあたり、強力なストッピングパワーを受け止められるようカーボンレイアップを最適化。その結果、KOBALTの持ち味
である自然なライディングフィールに磨きがかかり、安定感が高い非常に乗りやすいバイクになりました。
また、従来のリムブレーキモデルは完成車のみの販売ですが、KOBALT DISCはあえて、フレームセットのみの販売形態。他の人とはカブらない、
貴方だけのDISC ROAD をKOBALT DISC で組んでみませんか？

ABOUT  KOBALT DISC▲

グレーホワイトグロッシー

マットブラック

KOBALT DISC - コバルト ディスク- 乗りやすさに定評のある
KOBALTの DISCブレーキモデル

重　　　量：フレーム 1,250g、フロントフォーク530g
サ　イ　ズ：XXS(407)、XS(437)、S(469)、M(503)、L(522) C-T
カ　ラ　ー：マットブラック、グレーホワイトグロッシー
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
付　属　品：専用フロントフォーク、専用シートポスト、専用
　　　　　　ヘッドパーツ
ア ク ス  ル：12 ㎜スルーアクスル
ブレーキMT：フラットマウント
ローター径：フロント～ 160mm、リア～ 160mm
エンド寸法：100mm/142mm
商 品 番 号：KU-021

￥128,000 +TaxFRAME SET
フレーム セット

NEW
COLOR
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ハワイアイアンマンでの優勝をはじめ、トライアスロンの分野でも多くの実績を積んできたKUOTAのハイエンドT.T.フレームがKT05です。
KUOTA 持ち前のモノコック成型技術を駆使し、最高の空力性能を突き詰めた結果フロントブレーキをカウルで覆う独特な形状のフォークや、専用
のカーボンT.T.ハンドルまでも生み出しました。また、セラミックスピード社とコラボレーションした、ボトムブラケットやヘッドパーツはハンド
リング性能と回転抵抗の低減に成功。更に、ダウンチューブ上部には、SHIMANO Di2 シートピラー内蔵タイプのバッテリーを収納可能です。
最高の技術を投入したKT05は、千分の一秒でもタイムの短縮を狙うアスリートにとって、最高のパートナーとなることでしょう。

ABOUT  KT05▲

アイアンマンで優勝経験のある「KALIBUR」が、プロライダーとの長期に渡るテストを経て生まれ変わりました。
エアロダイナミクスを突き詰め、ボリュームを増したフレームが生み出す走行性能は、剛性感に溢れライダーの入力をすぐさま推進力へと変換
します。また、ブレーキの搭載位置をフロントフォークの後ろ側や、BB下にダイレクトマウントとするトレンドを掴んだ設計が盛り込まれています。
この他、シートピラーは前後調整幅を広くとる事で、より多くのライダーに対応出来るようになりました。

ABOUT  KALIBUR▲

KALIBUR - カリバー - 生まれ変わったT.T. バイクの王者

KT 05 - ケーティーゼロファイブ - セラミックスピード社とのコラボレーションで
生み出したKUOTA 新世代 T.T. フレーム

グレーグリーン

ブルーレッドストライプ

ダークグレー

ホワイトブラックレッド

重　　　量：フレーム 1,290g、フロントフォーク540g
サ　イ　ズ： XS(468)、S(501.1)、M(516.2) C-T
カ　ラ　ー：ブルーレッドストライプ、ダークグレー、
　　　　　　グレーグリーン
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
付　属　品：専用カーボンT.T.ハンドル、専用フロント
　　　　　　   フォーク、専用シートポスト、専用ヘッドパーツ
商 品 番 号：KU-014

￥460,000 +TaxFRAME SET
フレーム セット

￥490,000 +TaxFRAME SET DISC
フレーム セット

重　　　量：フレーム 1,290g、フロントフォーク350g
サ　イ　ズ： XS(468)、S(501.1)、M(516.2) C-T
カ　ラ　ー：ホワイトブラックレッド
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/8
付　属　品：専用フロントブレーキ、専用フロントフォーク、 専用シー
　　　　　　トポスト、専用ヘッドパーツ
商 品 番 号：KU-015

ディスクブレーキ　　　　　　￥385,000 +Tax
フロントエアロリムブレーキ　￥280,000 +Tax
フロントリムブレーキ　　　　￥255,000 +Tax

FRAME SET
フレーム セット

グレーグリーン
※画像は専用ハンドル+フロント
エアロブレーキ仕様

KUOTA のT.T.バイクのエントリーモデルとして好評を得ていた「K-FACTOR」が、最新のエアロフォルムを纏い新たに生まれ変わったのが「KT03」
です。翼断面を多用し整流効果を上げながらも、フロントブレーキはフォーク裏側に配置し、リアブレーキはBB下にダイレクトマウント形式を採
用しブレーキ前方をカバーで覆う等、細部もブラッシュアップされています。
また、調整幅の大きなシートピラーも特徴の一つ。無理の無いポジショニングが可能な点も見逃せません。

ABOUT  KT03▲

KT03 - ケーティーゼロスリー - トライスロン＆タイムトライアルを身近にする
エアロレーシングバイク

ブラックホワイトレッド ブラックホワイトピンク

重　　　量：フレーム 1,310g、フロントフォーク390g
サ　イ　ズ：XS(481.8)、S(512.3)、M(530.5)、L(552.1) C-T
カ　ラ　ー：グレーグリーン、ブラックホワイトピンク、グレーレッド、
　　　　　　 ブラックホワイトレッド　　　　　　
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/8
付　属　品：専用フロントブレーキ、専用フロントフォーク、 専用シー
　　　　　　トポスト、専用ヘッドパーツ
商 品 番 号：KU-016

フロントエアロリムブレーキ　￥199,000 +Tax

ディスクブレーキ　　　　　　￥275,000 +Tax

フロントリムブレーキ　　　　￥155,000 +Tax

専用エアロハンドル+
フロントエアロリムブレーキ　￥269,000 +Tax

FRAME SET
フレーム セット

グレーレッド

NEW

NEW

NEW
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各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
パーツの適合・装着の可否については、お近くの販売店にお問い合わせください。



KUOTAのシクロクロスフレームであるKROSSが２世代目にモデルチェンジしました。先代は軽量・高剛性をコンセプトに、上位モデル譲りの角断
面を多用した造形だったのに対し、２世代目は横方向に広がったオーバル形状を多用しています。
新たに導入されたこの造形は、決して奇をてらったものではなく、振動吸収性はもちろん、トラクションの掛かり易さ、担ぎ易さの両立が図られ
た機能美そのもの。鮮やかなブルーカラーの中には、レーシングマインドが息づいています。※実際の商品とはロゴデザインが異なります。

ABOUT  KCXtreme▲

KCXtremeの兄弟モデルです。レース志向なKCXtremeと同一のジオメトリーを採用していますが、KOBBLEはカーボン素材や積層変更し、ファン
ライド用の乗り味に調整されています。また、フロントフォークとリアエンドにはマッドガード取り付け用のダボ穴があり、トップチューブには
ストレージボックス取り付け用の台座が配置されているのでスマートに機能を拡張できます。

ABOUT  KOBBLE▲

KOBBLE - コブル - ツーリングからシクロクロスまで幅広いニーズに対応

KCXtreme -KCエクストリーム- 高いトラクション性能を誇る、シクロクロス
バイクのセカンドジェネレーション

シアンブラック

ブラックベージュ

重　　　量：フレーム 1,110g、フロントフォーク490g
サ　イ　ズ：XS(415)、S(450)、M(483)、L(512.5)C-T
カ　ラ　ー：シアンブラック
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
付　属　品：専用フロントフォーク、専用シートポスト
　　　　　　専用ヘッドパーツ
ア ク ス  ル：12 ㎜スルーアクスル
ブレーキMT：フラットマウント
ローター径：フロント～ 160mm、リア～ 160mm
エンド寸法：142mm
商 品 番 号：KU-011

￥195,000 +Tax

重　　　量：フレーム 1,120g、フロントフォーク 470g
サ　イ　ズ：XS(415)、S(450)、M(483)、L(512.5)C-T
カ　ラ　ー：ブラックベージュ
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
付　属　品：専用フロントフォーク、専用シートポスト、専用
　　　　　　   ヘッドパーツ
ア ク ス  ル：12 ㎜スルーアクスル
ブレーキMT：ポストマウント
ローター径：フロント～ 180mm、リア～ 160mm
エンド寸法：142mm
商 品 番 号：KU-012

￥185,000 +Tax

※ステージングボックスやマッドガードは付属しません。市販の商品をご使用下さい。フロントの変速機は装着出来ません。

FRAME SET
フレーム セット

FRAME SET
フレーム セット

カモフレッシュグリーン
※SORA 仕様のみ※

カモフレッシュホワイト

カモフラージュカラーが映える「K-ALL ROAD LFS」はKUOTAが初めて開発したグラベルロードです。
舗装路はもちろん、オフロードでもKUOTAらしい軽快なライディングを可能とするため、エンデュランスカテゴリーのハイエンドモデルである
「K-UNO」をベースに様々な改良が施されました。トップチューブは振動吸収性を優先し、緩やかにベンドした扁平形状を採用。シートステーも
同様の形状を採用しつつ、ブリッジを追加する事で縦横両方向の剛性を確保。ダウンチューブからチェーンステーまではレーシングモデルさなが
らの、たっぷりとしたボリュームを持たせることで、ペダリングロスを最小限に抑え込みました。
また、タイヤクリアランスは35Cまで装着可能。エンドはスルーアクスルを採用する等最新の規格・トレンドを盛り込み、懐の深い走行性能を味わ
える一台に仕上がっています。

ABOUT  K-ALL ROAD LFS▲

K-ALL ROAD LFS - ケーオールロード -
- エルエフエス -

フィールドを選ばない、
KUOTA発のグラベルロード

￥272,000 +TaxSHIMANO TIAGRA
￥249,000 +TaxSHIMANO SORA

重　　　量：フレーム 1,100g、フロントフォーク560g
サ　イ　ズ：XS(410)、S(440)、M(460)、L(480) 、XL(510) C-T
カ　ラ　ー：カモフレッシュホワイト、カモフレッシュグリーン
Ｂ　　　Ｂ：BB386
Ｔ  Ｕ  Ｂ  Ｅ：カーボンモノコック
ヘッドセット：トップ 1-1/8、ボトム 1-1/2
付　属　品：専用フロントフォーク、専用シートポスト、専用
　　　　　　ヘッドパーツ、専用スルーアクスル
ローター径：フロント～ 160mm、リア～ 160mm
エンド寸法：142mm
ア ク ス  ル：12mmスルーアクスル
ブレーキMT：フラットマウント
商 品 番 号：KU-013

シマノ ティアグラ
￥175,000 +TaxFRAME SET

フレーム セット

シマノ ソラ

サ　イ　ズ： XS、S、M
カ　ラ　ー：ブラックレッド、ブラックグレー、
　　　　　　ブラックイエロー
商 品 番 号：KU-017
KUOTA のアイデンティティが詰まった、オリジナルウェアです。
透湿素材を採用し、ロングライドからレースまで、快適なライディングを約束します。

KUOTA ORIGINAL WEAR
￥12,000 +TaxOriginal jersey
￥13,000 +TaxOriginal bibpants

WEAR・PARTS - ウェア・パーツ -

サ　イ　ズ： 80-110mm(10mm刻み)
重　　　量：117g(100mm実測)
ア　ン　グ　ル：82°
カ　ラ　ー：ブラック
商 品 番 号：KU-018

KATCH STEM ￥16,000 +Tax
キャッチ ステム

サ　イ　ズ： SM
カ　ラ　ー：ブラックレッド
商 品 番 号：KU-020

KUOTA
ORIGINAL SOCKS
￥1,920 +Tax

クォータ オリジナル ソックス

クォータ オリジナル ウェア

サ　イ　ズ： 400、420mm(C-C)
重　　　量：221g(400mm実測)
リ　ー　チ：75mm
ド　ロ　ッ　プ：130mm
カ　ラ　ー：ブラック
商 品 番 号：KU-019

KATCH CARBON
HANDLE ￥27,000 +Tax

キャッチ カーボン ハンドル

20202020

014013

各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
パーツの適合・装着の可否については、お近くの販売店にお問い合わせください。
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