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本書は、民事法研究会の「事例に学ぶシリーズ」の�冊として刊行される。

同シリーズは、2011年の『行政訴訟入門』を皮切りに、『刑事弁護入門』、

『離婚事件入門』、『保全・執行入門』、『建物明渡事件入門』、『債務整理入門』、

『成年後見入門』、『相続事件入門』と続き、このたびの『労働事件入門』で

�冊目の刊行を迎えることができた。これもひとえに読者の皆様のご愛読の

賜物と深く感謝申し上げる次第である。

同シリーズは、経験の浅い若手弁護士、若手法律士業（社会保険労務士等）、

司法修習生、法科大学院生を読者層として想定し、その分野を扱ったことの

ない事件について、駆け出しの若手弁護士の体験談を通じて、生の事件を疑

似体験するかのごとく読み進むことで、OJT（On The Job Training）の役割

の一端を担うことを目的とする。本書の各事例も、読者層に近い若手弁護士

有志が、時に悩み、もがき苦しみながらも何とか食らいついて事件処理をし

た実体験を基に構成されている。

本書は、上述のような読者層を想定していることもあり、特定の立場にと

らわれずにさまざまな視点から学んでいただくべく、あえて、使用者側・労

働者側、もしくは、個別的労使紛争・集団的労使紛争の別を問わず、それぞ

れの立場の事例を取り上げた。

本書の構成であるが、第�編は総論となり、労働事件を処理するうえで最

低限必要な基本知識を確認することができる。第�編以下は各論となり、第

�章が労働保全事件（仮の地位を定める仮処分）、第�章ないし第�章が労働

審判、第�章および第�章が労働訴訟、第�章および第10章が相談対応、第

	章が任意交渉事件、第�章が集団的労使紛争と、各ステージにおいて具体

的な事例を学べる構成となっている。もっとも、各章は独立した内容となっ

ており、読者が必要とする章から読み進めていただいて全く問題はない。

なお、上述のとおり、本書は、専門書でも解説書でもなく、事件処理を疑

似体験することに目的がある性質上、法律・判例知識および解釈論の記載に
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ついては、大胆に割愛している。これらの補完については良書が多数存在す

るところであり、そちらを参照いただきたい。

若手法律実務家が日々の労働事件を処理するにあたり、本書による疑似体

験がその一助となれば、このうえない喜びである。

最後に、本書の刊行に際し、民事法研究会の安倍雄一氏には、本書の内容

から装丁に至るまで細々と心を砕いていただいた。この場を借りて厚く御礼

申し上げたい。

平成27年11月

執筆者を代表して 片野田志朗
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Ⅰ
事案の概要

〈Case②〉

甲弁護士の下に、顧問先である X社の担当者より、雇止めした臨時

職員 Y氏から労働審判を申し立てられたので相談にのってほしいとい

う連絡があった。

X 社担当者によれば、Y 氏との間の雇用契約書には退職金を支給す

る条項はなく、就業規則上も臨時職員に退職金を支払う旨の規程はない

とのことであった。

Ⅱ
実務上のポイント

〈Case②〉における実務上のポイントは、以下の�点である。

① 使用者側における労働審判対応の心がまえ

② 雇止めの適法性

③ 退職金支給に関する労使慣行の有無
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Ⅲ
相談の記録

X 社担当者から電話で相談を受けたのは、�月10日のことであった。同

担当者によれば、臨時職員であった Y氏から労働審判を申し立てられ、東

京地方裁判所民事第11部（労働部）から、呼出状が届いたとのことであった。

答弁書の提出期限は�月�日で、期日はその�週間後とのことだったので、

急いで打合せの日時を設定し、面談することにした。

【書式 2-2-1】 労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状（〈Case②〉）

事件番号 平成27年（労）第○号 退職金請求労働審判事件

申立人 Y

相手方 X社

労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状

平成27年�月�日

相手方代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○ 殿

東京地方裁判所民事第11部○係

裁判所書記官 ○ ○ ○ ○

電話番号 03-0000-0000

FAX番号 03-0000-0000

当書の事件について、申立人から労働審判手続申立書が提出され、当裁判所

に出頭する期日及び場所が下記のとおり定められましたから、同期日に出頭し

てください。

なお、労働審判手続申立書及び証拠書類の各写しを送付しますから、下記答

弁書提出期限までに答弁書及び証拠書類の写しを提出してください。提出方法

について、別紙「注意書」をお読みください。

また、第�回期日の前にあらかじめ主張及び証拠の提出に必要な準備をして
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おいてください。

記

期 日 平成27年�月�日 午前10時

（所要時間は、�時間程度の予定です。）

出頭場所 東京地方裁判所民事第11部書記官室

（別添「庁舎案内図」（省略）のとおり）

答弁書提出期限 平成27年�月�日

（出頭の際には、この呼出状を上記場所で示してください。）

以上

【書式 2-2-2】 労働審判手続申立書（〈Case②〉）

労働審判手続申立書

平成27年�月�日

東京地方裁判所 民事部 御中

申立人代理人

弁護士 ◯ ◯ ○ ○

当事者の表示 別紙目録（略）のとおり

退職金請求労働審判事件

労働審判を求める事項の価額 80万円

貼用印紙額 4000円

申立の趣旨

� 相手方は、申立人に対し、金80万円及びこれに対する労働審判確定の日の

翌日から（注�）支払済みに至るまで年�分の割合（注�）による金員を支

払え

� 申立費用は、相手方の負担とする

との労働審判を求める。

申立の原因
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� 当事者

相手方は、コンピュータソフトの開発、販売等を目的とする株式会社である。

一方、申立人は、大学卒業後、平成23年�月より、相手方に臨時職員として

雇用され、勤務してきたが、期間満了により雇止めされた者である。

� 雇用契約の内容

相手方は、平成23年�月、以下の条件で申立人を雇用した（甲�）。

給与 月額30万円

契約期間 平成23年�月�日より�年

契約更新 双方に継続の意思がある場合、本契約を更新することができ

る

退職金 支給しない

（略）

以上の条件において、退職金は支払われないものとされているが、過去に臨

時職員として採用された者には退職金を支給されていた実績があり（申立人に

おいて具体的に確認できただけでも a氏〜d氏の�名について退職金が支給さ

れていた。）、具体的な計算式も以下のように定められていたことから（甲�）、

申立人においては、このような労使慣行の存在から、退職時には退職金が当然

支払われるものとの期待を抱いていた。

（略）

その後、上記契約は、平成24年�月に更新され、その内容は上記と変わると

ころはなかった（甲�）。

しかし、平成25年�月の�回目の更新の際、上司の A部長は、申立人に対

し、甲�の雇用契約書に署名・押印するよう求め、これに署名・押印しなけれ

ば雇用契約を継続することはできないと述べた。申立人は、転職先のあてもな

かったことから、やむなく甲�に署名・押印し、以下の雇用契約が成立した。

給与 月額30万円

契約期間 平成25年�月�日より�年

契約更新 更新しない

退職金 支給しない

（略）
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ただし、申立人は、甲�に署名・押印するにあたり、給与の水準が多少変動

する可能性はあるが引き続き勤務することができるという話をA部長から聞

かされており、そのような期待を抱いていた。

� 雇止めの通告

しかし、平成26年�月中旬頃、上司の A部長は、前触れもなく申立人を呼

び出し、「期間が満了するので辞めてもらう」と述べた。申立人は、甲�に署

名・押印して契約を更新した際に、期間満了後も引き続き勤務することができ

るという話を聞いていたのと話が違うではないかと反論したが、同年�月�日、

人事部長に呼び出され、期間満了による退職を告げられた。

� 退職金の請求

したがって、申立人において、労働契約が更新されるものと期待することに

ついて合理的な理由があるものであるから、申立人としては相手方との間の雇

用契約の継続も主張しうるところではあるが（労働契約法19条�号）、本審判

においては、雇用契約終了を前提として、採用時の退職金支払合意に基づき、

以下のとおり退職金80万円を請求する。

（略）

証拠方法

甲第�号証 陳述書（申立人）

甲第�号証 平成23年�月�日付雇用契約書

甲第�号証 メモ書き

甲第�号証 平成24年�月�日付雇用契約書

甲第�号証 平成25年�月�日付雇用契約書

（略）

（注�）遅延損害金の起算日を「申立書送達の日の翌日」とはしない（申立書は送

達されないため）。

（注�）利率は、会社その他証人に対する請求では年�分、公益法人等に対する請

求では年�分となる。なお、賃金の支払の確保等に関する法律�条（年

14.6％）の適用はない。
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� 聴取内容

甲弁護士は、申立書と証拠を読み込んで事案を確認し、疑問点をまとめて

おいた。また、X 社において労働審判が申し立てられるのは初めてのこと

だったので、労働審判の制度を説明できるよう復習したうえで、打合せにの

ぞんだ。

Ｘ社担当者：先生、お世話様です。今回、臨時職員として雇用していた

Y 氏から労働審判を申し立てられてしまいまして、裁判

所から呼出状が届きました。答弁書の提出期限までもう�

週間しかないので、間に合わせるのは難しいかもしれませ

ん。

甲弁護士 ：御社は、労働審判は初めてでしたよね。

Ｘ社担当者：はい。訴訟でしたら私自身も担当したことがあるのですが。

甲弁護士 ：訴訟と勝手の違うところもありますので、簡単にどういう

制度か説明させていただきますね。労働審判制度というの

は、労働関係に関する紛争を迅速に処理するために制定さ

れた制度で、裁判官である労働審判官�名と、専門的知識

を有する労働審判員�名で組織する労働審判委員会が審理

することになります。

Ｘ社担当者：そのあたりは自分でも調べてきました。労働審判員という

のは、民間人で、使用者側と労働者側で�名ずつ選ばれる

のですよね。

甲弁護士 ：そのとおりです。ここからがポイントなのですが、原則と

して�回以内の期日で、調停による解決を試みつつ、調停

による解決ができない場合には労働審判を行うことになり

ます。判決のような判断が出るわけですね。

Ｘ社担当者：�回となると、反論→再反論→調停、というような流れで

すか。
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甲弁護士 ：まさか。原則�回ではあるのですが、双方とも小出しに主

張・立証することは想定されていません。複雑な紛争でな

ければ第�回期日で事実関係の主張・審理を終了してしま

うこともあるくらいで、第�回期日はまさに真剣勝負の場

なんです。

Ｘ社担当者：訴訟のときとはえらい違いですね。

甲弁護士 ：確かに。訴訟だと第�回期日には欠席してしまうこともあ

るくらいですし、全然違いますよね。答弁書の段階で必要

な反論を終えなければいけませんし、期日での相手方の主

張や労働審判委員会からの質問等に答えられるようにして

おく必要もあります。今回はかなりタイトなスケジュール

ですね……。

Ｘ社担当者：第�回期日を先延ばしにすることはできないのですか。

甲弁護士 ：期日変更は例外的なものですから、容易ではないですね。

答弁書の準備ができないからというような理由であればま

ず相手にされないでしょう（なお、東京地方裁判所労働部に

おいては、審判員を指定するまでの間（通常は、第�回期日の

�週間前から�週間前までの間）に、相手方から期日変更の申

立てがあった場合は、申立人の意向や具体的な変更理由等も考

慮しつつ、認めることがあるが、その時期を過ぎてしまうと認

めないという運用をしている（白石哲編『労働関係訴訟の実

務』508頁））。

Ｘ社担当者：う〜ん。申立人側はじっくり準備したうえで申し立ててい

るのに対して、こちらの準備期間がここまで短いというの

はあまりに不公平のような……。

甲弁護士 ：お気持はわかりますが、労働者というのは雇用主である会

社と比べると弱い立場にいるわけですしね。とはいえ、早

期解決が望めるというのはこちら側にとっても大きなメリ
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ットですよ。

Ｘ社担当者：そうですね。では今回の事案について説明します……。

甲弁護士が、X 社担当者から聴取した内容を整理すると以下のとおりで

あった。

・採用にあたり、更新を期待させるような発言はしており、実際、基本的には

更新することがほとんどだった。

・Y 氏の勤務態度があまり良くなかった（無断外出や備品の私的使用等）の

でできれば更新したくないということで、平成25年の更新の際には、翌年は

更新しないという内容にしていた。しかし、A 部長は、Y 氏に対して、給

与等の勤務条件を変更すれば何らかの形で勤務できるというような発言をし

た。

・就業規則には、臨時職員に退職金を支給する旨の規定はない。

・雇用契約書には「退職一時金についてはこれを支給しない」と記載されている。

・基本的には臨時職員に退職金を支給する扱いとはしていない。

・申立人が過去の実績としてあげる a氏〜d氏については、そもそも a氏以外

には退職時に金銭を支払ってはいなかった。a氏への支払いも、旦那さんの

転勤で引っ越すことになるということだったので、社長が気を利かせて支払

ったものだった。

・Y 氏については、勤務態度にも問題があったので、退職金支払請求には応

じられない。

� 方針の検討

甲弁護士は、聴取した内容を基に X社担当者と今後の方針について検討

を進めた。

甲弁護士 ：これまでにうかがった内容ですと、退職金は支払わないと

明確に決められていたわけですから、申立人がこれを覆す

のは難しいだろうという印象ですね。

82 第�編 第�章 労働審判──臨時職員からの退職金請求への企業側の対応



Ｘ社担当者：そうですよね。こういう内容を労働審判委員会に理解して

もらえれば、大丈夫だろうと思っています。

甲弁護士 ：そのとおり。まずは答弁書の内容を充実させるということ

でしょうね。もう�つは、先ほども申し上げましたが、当

日の口頭での説明ですね。事件の内容についてかなり詳し

く聞かれることになりますから、事情に精通した方を連れ

て行く必要があります。Y 氏の勤務状況についてお話で

きる方だと、どなたでしょう。

Ｘ社担当者：A 部長です。言いたいことがあるんだとしきりにおっし

ゃっていましたし、喜んで出廷すると思いますよ。

甲弁護士 ：関係ないお話をされても困りますから、逆に心配です。規

定類や、過去の退職金の支給状況について話せる方だと、

人事の誰かでしょうか。

Ｘ社担当者：そうですね。Y 氏が入社した当時のことは私もよくわか

らないので、人事部から来てもらうのがいいでしょうね。

人事部長に頼んだほうがいいでしょうか。

甲弁護士 ：部長でなければいけないということはないですよ。むしろ、

一番実務に詳しい方のほうがいいですね。

Ｘ社担当者：なるほど。そうすると Bさんですね。彼女は古株なので

これまでの運用にも詳しいですし、Y 氏の採用面接も行

ったみたいですからいろいろ知っていると思います。

甲弁護士 ：当日は、審判官から事案についての質問に答えてもらうこ

とになりますので、事前に打合せをお願いします。

Ｘ社担当者：わかりました。

甲弁護士 ：あとこれも重要なことですが、労働審判は本当にスピーデ

ィーに進むものですから、第�回期日から調停が行われて、

労働審判委員会のほうから金銭解決の可能性について尋ね

られることになります。ですから、あらかじめ解決金の上
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限についても検討しておいてもらえますか。

Ｘ社担当者：そうですね。内部決済もとっておきます。

その後、X社担当者より電子メールで連絡があり、

・当日はX社担当者、A部長、B女が出席する。

・解決金の上限は他の職員への影響を踏まえ、10万円とする

とのことであった。

� 使用者側における労働審判対応の心がまえ

労働審判手続においては、申立書および答弁書によって、当事者双方の基

本的な主張がされた後は、原則として、書面による主張は予定されておらず、

期日における口頭でのやりとりによって、双方が主張・立証を行う方法で審

理されることになる（労審則17条�項）。したがって、相手の主張や労働審判

委員会からの質問等に対して、期日で具体的に回答できるよう準備しなけれ

ばならない（第�編第�章参照）。

第�回期日においては当事者の審尋も行うことになるため、依頼者との関

係でも、詳細な事情聴取を行うなどして十分な打合せをしておく必要がある

し、事情に精通した人物（担当者や上司等）を同行しなければならない。ま

た、審尋後に調停を行うことになるため、紛争解決のために組織上の決定権

をもつ担当者や役員、社長等にも立ち会ってもらうことが望ましい。労働審

判に限ったことではないが、期日の雰囲気を実際につかんでもらうことで、

見通し等について依頼者とのギャップが生じにくくなり、社内の方針を決定

するにあたっても、意思決定がスムーズになることが多く、そのような意味

でも有意義であると思われる。

なお、同行が難しい場合には、期日において電話等により連絡できるよう

にしておく方法も考えられる。

以上のとおり、使用者側は、申立時期を選択できる申立人側とは異なり、

短い期間で相当の準備をしなければならない負担がある。したがって、労働
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紛争が予想されるような場合には、このようなことも念頭において、労働審

判の申立て等がされる前から弁護士等に相談してもらうよう、依頼者とコミ

ュニケーションをとり、必要書類等を前もって準備しておく体制をつくり上

げておくことが有用であると思われる。使用者側における労働審判対応の心

がまえをまとめておくと、以下のとおりである。

・とにもかくにも迅速な準備

・答弁書の充実

・出席者の選定（事案をよく知る者、調停内容についての決定権者）

Ⅳ
答弁書の作成・提出

労働審判手続において、第�回期日から充実した審理を行うためには、相

手方において、実質的な記載がされた答弁書および必要な証拠書類を提出す

ることが重要である。その後に主張を補充する機会はほとんどないので、主

張したいことはすべて答弁書に盛り込みつつ、争点を意識して簡潔に記載す

ることが肝要である。

また、答弁書の提出期限は非常にタイトであるが、労働審判委員会を構成

する審判員は非常勤であり、当事者から提出された主張等を検討するための

一定の時間が必要であり、当然のことではあるが、提出期限を遵守すること

も非常に重要である。

� 検 討

⑴ 雇止めの適法性

〈Case②〉は、雇用契約の継続を前提とせず退職金を請求するものであ

るから、雇止めの適法性自体は主たる争点にはならない。ただし、申立人が

雇止めの違法性を示唆する主張をしているため、甲弁護士は、念のためこの

点について検討することにした。

� 雇止めの適法性に関する判断枠組みの確認

Ⅳ 答弁書の作成・提出 85



●執筆者一覧 ●

野村 創（のむら はじめ）

野村総合法律事務所

〒105-0003 東京都港区西新橋�丁目20番�号 虎ノ門法曹ビル407

TEL 03-3539-3151

片野田志朗（かたのだ しろう）

東京中央総合法律事務所

〒104-0061 東京都中央区銀座�丁目�番�号 銀座教会堂ビル�階

TEL 03-5159-7600

村手亜未子（むらて あみこ）

東京中央総合法律事務所

〒104-0061 東京都中央区銀座�丁目�番�号 銀座教会堂ビル�階

TEL 03-5159-7600

金澤 嘉明（かなざわ よしあき）

東京八丁堀法律事務所

〒106-0041 東京都港区麻布台�丁目11番�号 CR神谷町ビル�階

TEL 03-6441-3320

野中 英匡（のなか ひでまさ）

東京富士法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町�丁目�番地 KDX麹町ビル�階

TEL 03-3265-0691

竹重 勇輝（たけしげ ゆうき）

九段北シティ法律事務所

〒102-0073 東京都千代田区九段北�丁目10番	号 サンブリッジ九段ビル10階

TEL 03-5211-7531

小川 ゆり香（おがわ ゆりか）

弁護士法人琥珀法律事務所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿�丁目22番20号 恵比寿幸和ビル
階

TEL 03-3442-5890

348 執筆者一覧



城石 惣（じょういし そう）

兼子・岩松法律事務所

〒100-0013 東京都千代田区霞が関�丁目�番�号 大同生命霞が関ビル12階

TEL 03-6206-1303

堀口 雅則（ほりぐち まさのり）

東京21法律事務所

〒104-0061 東京都中央区銀座�丁目�番19号 吉澤ビル
階

TEL 03-3549-1200

岡村晋之祐（おかむら しんのすけ）

日比谷南法律事務所

〒100-0011 東京都千代田区内幸町�丁目�番�号 富国生命ビル17階

TEL 03-5251-5400

髙岡 奈生（たかおか なお）

山崎・秋山・山下法律事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋�丁目�番11号 カクタス飯田橋ビル�階304

号

TEL 03-3230-1056

松浦 裕介（まつうら ゆうすけ）

京橋総合法律事務所

〒104-0031 東京都中央区京橋�丁目12番11号 杉山ビル�階

TEL 03-6264-4121

執筆者一覧 349



落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-059-6 C3032 Y−3200E

カバーデザイン 関野美香

発 行 所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-7-16

〔営業〕 TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258

〔編集〕 TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278

http://www.minjiho.com/ info@minjiho.com

平成28年�月�日 第�刷発行

定価 本体3,200円＋税

編 者 労働事件実務研究会

発 行 株式会社 民事法研究会

印 刷 株式会社 太平印刷社

事例に学ぶ労働事件入門
──事件対応の思考と実務


	前付
	本文
	執筆者紹介
	奥付


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    8.50394
    8.50394
    8.50394
    8.50394
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730c830f330dc306a305700430054005000270020306b57fa3065304f005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    8.50394
    8.50394
    8.50394
    8.50394
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730c830f330dc306a305700430054005000270020306b57fa3065304f005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    8.50394
    8.50394
    8.50394
    8.50394
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730c830f330dc306a305700430054005000270020306b57fa3065304f005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    8.50394
    8.50394
    8.50394
    8.50394
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730c830f330dc306a305700430054005000270020306b57fa3065304f005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




