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取 り 扱 い  警 告 及 び 注 意 事 項 

 

製品を取り扱う上で、注意すべき事項がいくつかありますが、特に注意すべ

き事項を以下に列挙しますので、ご使用の際には厳守されますようお願い申し

上げます。 

 

  

  警警  告告   取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合 

 

  注注  意意     取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害

のみの発生が想定される場合  

  

 

警警  告告 本体は大変熱くなりますので、安全をご確認の上お取り扱い下さい。火傷等のけが

の原因となります。また本体は発熱するため、通気の良いところへ設置するように

してください。 

警警  告告 本体及びアンテナ取り付けの際の高所作業時は、不安定な姿勢・足元が悪い場所で

の作業は避け、安全を確認の上作業を行なってください。転落による死亡・けが等

の原因になります。 

警警  告告 雷雨、風の強い日等、悪天候の時のアンテナ取り付けは、落雷などの危険がありま

すのでおやめください。死亡・けが等の原因になります。 

警警  告告 本体及びアンテナ取り付けの際は取り付けマニュアルに添ってしっかり固定して

ください。固定が不充分ですと機器が落下し、死亡・けが等の原因になります。 

警警  告告 接続ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないで

ださい。傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。 

警警  告告 人や車の通行をさまたげる場所には、設置しないでください。本製品に接触した場

合にけがの原因になります。 

警警  告告 ガス管や水道管などにアースしないでください。火災や感電、爆発、けがの原因と

なります。 

警警  告告 電力保安用アースなどと共用しないでください。また、他のアース回路とはなるべ

く隔離するようにしてください。故障の原因になることがあります。 

警警  告告 本製品を指定された用途以外に使用しないでください。 

警警  告告 指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。火災、感電、故障の原

因になります。 

警警  告告 指定の電源以外では、使用しないでください。火災や故障の原因になります。 

警警  告告 万一、製品内部に水などが入った場合は、電源を切ってください。そのまま使用す

ると火災、感電の原因になります。 

 

！ 
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警警  告告 煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用しないでください。そのまま使

用しますと、火災、感電、故障の原因となります。 

  

注注  意意 製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。けが、故障の原因となります。 

注注  意意 取り付け、取り外しの際は必ず電源を OFF にしてから行なってください。電源を ON

の状態のまま取り付け、取り外しを行いますと故障の原因になります。 

注注  意意 テレビ、ラジオの近くで使用しないでください。またテレビアンテナ等の近くに設

置しないでください。電波障害や、機器の故障や通信エラーの原因となる場合があ

ります。 

注注  意意 大きな電力を使うものやノイズを発生するもの、強電波を発生するもの（電子レン

ジなど）の近くで使用しないでください。機器の故障や通信エラーの原因となる場

合があります。 

注注  意意 本製品は、アンテナ端子にサージプロテクタを内蔵しておりますが、直雷による大

電流に対しての効果はありません。直雷対策には避雷針を設置してください。故障

の原因になることがあります。 

注注  意意 説明と異なる接続をしないでください。また、本製品への接続を間違えないように

十分注意してください。故障の原因になることがあります。 

注注  意意 本製品は国内仕様になっておりますので、海外ではご使用になれません。 

注注  意意 本製品は絶対に分解、改造しないでください。故障の原因になります。 

注注  意意 ツイスト・ペア・ケーブルのモジュラプラグの金属端子には触れたり、帯電した物

を近づけないでください。またコネクタに接続したツイスト・ペア・ケーブルのモ

ジュラプラグを静電気が帯電した物の上や近辺に放置しないでください。静電気に

より故障の原因になる可能性があります。 

注注  意意 本製品を焼却処分しないでください。処分する場合は、法律に従い産業廃棄物とし

て処理してください。 
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この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか

工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する

無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

 

１． この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小

電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

２． 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例

が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射

を停止した上、保証書に記載された弊社カスタマサポート窓口にご連絡

頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）

についてご相談して下さい。 

３． その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干

渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書

に記載された弊社カスタマサポート窓口へお問い合わせ下さい。 

 

 

無線設備の種別 

 
 
 

現品ラベル 
 

本製品には上図に示す現品ラベルが添付されています。このラベルは無線設備の種別を

現わすもので、以下に示す内容を表示しています。 

 

使用周波数帯 ２．４ＧＨｚ 

変調方式 ＤＳ－ＳＳ方式 

想定干渉距離 ４０ｍ以下 

周波数変更の可否 全帯域を使用し、かつ 

移動体識別装置の帯域を 

回避可能 

 

 
 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣI）の基準に基づくクラスＡ

情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

2.4 DS 4 
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1. 概要 

本装置は、MISP（MIS プロトコル）対応の無線アクセスコントローラーであり、モ

バイル IP ソリューションの構成要素の中で、モバイル端末との無線通信を行う基地

局装置です。 

 

2. 各部の名称 

 

LINKRXTXL1

 

 

① 

⑥ 
③ 

⑤

② ④ 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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CPU部

電源部

 

 
 
① FG 端子 

フレームグランドをとるための端子です。圧着端子処理等を施した FG 線をネジ止めし

てください。ねじのサイズは M4 となっておりますので、適合する圧着端子をご使用く

ださい。 
② 電源ケーブル 

３m の電源ケーブルを取り付け済みです。先端は圧着端子処理となっておりますので、

ここに AC１００V を接続してください。 
③ イーサネットケーブル引き込み口 

イーサネットケーブルの引き込み口です。STP ケーブルを使用してください。 
④ アンテナ端子 

アンテナを接続します。アンテナ端子にはサージプロテクタが内蔵されていますが、良

好な FG をとらないとプロテクタの効果が発揮できませんのでご注意ください。 

⑪ ⑫ 

⑯ 

⑬ 
⑭ 
⑮ 
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⑤ ダミークランプ 
使用しません。 

⑥ ダミークランプ 
使用しません。 

⑦ L1 ランプ 
現在は使用されておりません。電源投入時に一度点灯しますが、その後は消灯のままで

す。 
⑧ 無線 TX ランプ 

無線のパケットを送信しているときに点灯します。 
⑨ 無線 RX ランプ 

無線のパケットを受信しているときに点灯します。 
⑩ 無線 LINK ランプ 

本機の無線インターフェイスが、モバイル端末と LINK 可能になると点灯します。 
⑪ ケーブル固定金具 

イーサネットケーブルを固定するための金具です。ケーブルは必ず固定してお使いくだ

さい。 
⑫ ドレインワイヤー固定金具 

ドレインワイヤー入りのケーブルをお使いの際には、ワイヤーをこの金具で固定してく

ださい。 
⑬ メンテナンス用コンソールコネクタ 

設定などのメンテナンスを行うシリアルポートです。専用ケーブルでパソコンに接続し

てください。 
⑭ イーサネットコネクタ 

イーサネットケーブルを接続します。ケーブルは固定金具にて固定してください。ふた

を閉めるときにはケーブルをはさまないようご注意ください。 
⑮ 拡張用イーサネットコネクタ 

将来の拡張用のイーサネットコネクタです。 
⑯ ヒューズ 

交換する場合にはスローブロー、1A、250V のものをご使用ください。 
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3. 本体取付方法

● マストへの取付方法

ステンレスバンド
（別売品）

マスト

28型アンプ取付板



● 壁面への取付方法

28型アンプ取付板

木ネジ

（付属品）

壁面

 

ワイヤー止め金具(Ｈ)

● ワイヤー止め金具の断面図

六角ボルト

ワイヤー取付金具(A)

28型アンプ取付板
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3.1. 接地 
   本機には接地が必要です。必ず FG 端子（①）のどちらかより、接地してください。 
 

3.2. 蓋締め 
（ア）蓋を閉める前に、内部接続用の電線を蓋が挟まないか、良く確認してください。 

（イ）蓋固定用４本のボルト（下図参照）は対角線方向の順番で仮締めし、最後に 7.9

～8.8 Ｎ・ｍ(80～90 kgf・cm)のトルクで増し締めしてください。（重要） 
     （注）工場出荷時は、仮締め状態になっています。 
 
 

 
 

 
 

蓋固定用のボルト 

蓋固定用のボルト 
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3.3. 防水型ケーブルクランプ仕様 

   
各部の 

名称番号 用途 適合線材径 締付キャップ 
締付トルク値 備考 

② 電源ケーブル φ９～φ１１ 2 Ｎ・ｍ  

③ イーサネット 
ケーブル 

φ１１～φ１３ 
（付属ゴムプッシュ 

を使用） 
2 Ｎ・ｍ  

⑤ 本機では使用 
せず  下図 ダミー 

⑥ 本機では使用 
せず  下図 ダミー 

 
（ア）②電源ケーブルは、出荷時に取付け済みです。 

もし、ケーブルクランプを緩めた場合は、上表の締付トルク値で締め直してくだ

さい。 
 （イ）③イーサネットケーブルは、付属のゴムブッシュをケーブルに巻き付け、上表の

締付トルク値で締付けてください。 
 （ウ）⑤、⑥は、出荷時に取付け済みです。（ダミー） 
    もし、ケーブルクランプを緩めた場合は、下図のように締付けてください。 
     
 
 

           

2～2.5

 
 
 
 
 



 14 

 

4. 推奨処理 

（ア）アンテナコネクタ部は、自己融着テープなどを巻いて防水･防錆処理をされること

を、お薦めします。 
（イ）防水型ケーブルクランプ部は、自己融着テープなどを巻いて防水処理をされるこ

とを、お薦めします。 
  （ウ）各ケーブルの処理は、雨水等がケーブルを伝わって直接アンテナコネクタ部やケ

ーブルクランプ部に流れ込まないようにされることを、お薦めします。 
 
    

 
  
 
 
 

防水処理 
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5. 主な仕様 
名称 仕様 
電源電圧 AC100V 
消費電力 15W 
給電方法 専用ケーブル（VCT1.25sq 3m） 
寸法 310.4×200×139mm 
重量 約 4.6kg 
表示機能 LED 表示 L1、TX、RX、LINK 

 
 
有線 LAN インターフェース部 

名称 仕様 
イーサーI/F 規格 IEEE802.3 (10/100BASE-TX 準拠) 
イーサーコネクタ RJ45 
ポート数 2 

 
 
無線インターフェース部 

名称 仕様 
無線機規格 RCR STD-33 および ARIB STD-T66 
使用周波数 2400～2497MHz 
アンテナコネクタ N-J 型（サージプロテクタ内蔵） 
変調方式 DSSS 
送信電力 10mW/MHz 以下 
周波数チャネル 2412～2472MHz（5MHzSTEP） 

2484MHz 
伝送速度 1,2,5.5,11Mbps 
MAC プロトコル IEEE802.11b 準拠 

  
コンソールインターフェース部 

名称 仕様 

シリアル I/F 規格 EIA-232 準拠 
通信速度 19200bps 
キャラクタビット長 8bit 
パリティ なし 
ストップビット長 1bit 
フロー制御方式 ハードウェア 
コンソールコネクタ RJ11 
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6. ユーザー登録方法 

弊社ホームページにて、製品ユーザー登録をお受けしております。 
弊社では、ユーザーメーリングリストで、製品情報、バージョン変更案内、 
その他各種情報交換を実施しています。 
下記 URL よりご登録いただきますようお願い致します。 
 

* ユーザー登録ページ URL 
http://www.root-hq.com/forum/user.html 
 

7. お問い合わせ先 

ルート株式会社 
東京都文京区西片 1-17-8 KS ビル２F 
Phone : 03-5840-7601 
Fax : 03-5840-7607 
E-mail : support@root-hq.com 
 



<<
  /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


