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はじめに

スマートフォンやパソコンからコピーボードをリモート操作して、スマートフォンや

パソコンに無線で板書画像を保存することができます。スマートフォンでは「会議ポ

ケット」アプリを使い、パソコンではWebブラウザを使って操作します。

この説明書の内容
スマートフォンで「会議ポケット」アプリが使えるまでの設置／設定が書かれています。「会議
ポケット」アプリの操作説明は、アプリのヘルプ及び弊社ホームページ

http://www.plus-vision.com/jp/product/mtg_pocket/
をご覧ください。
パソコン（無線 LAN内臓）のWebブラウザでコピーボードをリモート操作する方法が書かれ
ています。

商標について
・Microsoft、Windows, Internet Explorer は米国Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における登録商標または商標です。

・Safari, Apple、Mac OS、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標 または登録
商標です。

・ iPhone、iPod touch、iPad はアップル社の商標または登録商標です。
・ iOSは Cisco Systemsの商標または登録商標です。
・ Android および Android ロゴ、Android マーケットは、Google Inc. の商標または登録商標
です。

・ Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
・ EVERNOTE は、米国 Evernote Corporation の商標または登録商標です。
・ Dropbox は、米国Dropbox, Inc. の商標または登録商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたしま
す。
その他、記載されている商品名、会社名は、各社の登録商標、または、商標です。

無線 LANのセキュリティに関するご注意
無線 LAN機器のご使用におけるセキュリティにつきましては、無線 LAN機器に添付されて
いる説明書をご覧ください。

無線 LAN機器や無線 LANアクセスポイントは、悪意ある第三者が、電波を傍受し、パスワー
ドまたは機密情報等のデータなど通信内容を盗み見られる可能性があります。
セキュリティ対策をほどこさず、あるいは無線 LAN機器の仕様上やむをえない事情によりセ
キュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は
いっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。
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■導入と設定
  ステップ1：コピーボードに無線 LANアクセスポイントを接続する
 （4ページ）

 無線 LANアクセスポイントがない場合は別売品の無線 LANキットや弊社推奨の無線
LAN機器をお買い求めください。

 ステップ2： コピーボードの本体機器設定でネットワークモードを「パブリック」
 にする（5ページ）

 コピーボードの機器設定を「パブリック」に切り替えると無線 LANを利用してコピー
ボードのリモート操作が可能になります。

 ステップ3-1：「会議ポケット」アプリを利用する場合（6ページ）
アプリ公開先から「会議ポケット」アプリをダウンロード／インストールします。
スマートフォンと無線LANアクセスポイントをWi-Fi通信接続をして、「会議ポケット」
アプリを使います。

 ステップ3-2：パソコンのWebブザウザを利用する場合（10ページ）
パソコンのWeb ブラウザを開いて、リモート操作を行います。利用するには無線
LAN内臓パソコンまたは市販の無線 LAN子機の接続が必要です。

■ 動作環境
コピーボード 機種名 N-20 シリーズ、C-20 シリーズ、N-204シリーズ、

F-20シリーズ
ファームウエア 無線LAN対応のファームウェア（最新版）を弊社ホームペー

ジにてご確認ください。
ネットワーク 無線 LAN アクセ

スポイント
別売品の「無線 LANキットMF300N2」および市販の弊
社推奨品

スマートフォン
を使う場合

アプリケーション「会議ポケット」アプリ
対応OS  iOS 4 以降（iPhone 3GS 以降 /iPad）

Android 2.3 以降
アプリ公開先 iOS対応：App Store

Android 対応：Android マーケット（リリース予定　
2012年 3月下旬）

パソコンを使う
場合

OS IBM PC/AT 完全互換機
XP (Home Edition /Professional Edition Service 
Pack 2 以上）/Vista（32bit バージョン）/
Windows7(32bit/64bit バージョン）
または、Apple　Macintosh
Mac OS X 10.5 以上

Web ブラウザ Windows：Internet Explorer 8.0 以上
Macintosh：Safari 5 以上
※ JavaScript を有効にしてください。

周辺機器 無線 LAN内臓パソコンまたは無線 LAN子機

ご注意：本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。
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ステップ1コピーボードに無線 LANアクセスポイントを
接続する

DC5V WPSInternet LAN

コピーボード前面

DC5Vへ

LANへ
Wi-Fiマルチポケットルータ付属の
LANケーブル

Wi-Fiマルチポケットルータ
「MZK-MF300N2」

LANへ

スタンドのACアダプタボックス

Wi-Fiマルチポケットルータ
付属のACアダプタ

無線LANキット付属の
AC延長コード

AC電源
コンセント
（100V）

コピーボード付属のテーブルタップ

● コピーボード底面にある LAN端子と無線 LANアクセスポイントの LANポートを LANケー
ブルで接続します。LAN ケーブルは市販のストレートケーブルまたは無線 LAN機器に付属
の LANケーブルをご使用ください。

  ご注意： 無線 LANアクセスポイントは、AC駆動式の機器をご使用ください。
   バスパワー（USBポート）による接続は、正常に動作しない場合があります。

● 無線 LAN アクセスポイントがない場合は、コピーボードの別売品「無線 LAN キット　
MF300N2」または弊社が推奨する市販品をコピーボードと接続してください。接続・設定
方法はそれらの取扱説明書をご覧ください。

「会議ポケット」アプリやWebブラウザリモート操作を行うには利用できるコピーボードに制限
（「動作環境」3ページ参照）があります。
コピーボードの本体機器設定モードで“FC”が表示できない場合は、ファームウェアの更新を行っ
てください。

・ 本体ファームウェアのダウンロード先
 http://www.plus-vision.com/jp/support/　
 アップデートファイル名：PX08H_N20_06_XX.zip（XXは任意）
 ダウンロードしたデータは圧縮されていますので、解凍してください。解凍すると
PX08H_N20_06_XX.brn（XXは任意）のファイル名になります。

 ※ 機種によってファイル名が異なりますので正しいアップデートファイルを弊社ホームページ
からダウンロードしてください。

※別売品「無線 LANキット　MF300N2」
使用時の接続図
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ステップ2コピーボードの本体機器設定でネットワークモー
ドを「パブリック」にする

コピーボードの 電源が入っている（表示窓が01表示している）ことを確認してください。
・ 本体機器設定モードのとき、10 秒間ボタン操作をしないと通常モードに戻ります。

1. 本体機器設定モードに切り替える
 ・ 電源ボタンを押したまま印刷枚数ボタンを押し、電源ボタンを離す

と表示窓が“F1”表示（本体機器設定モード）に切り替わります。

2. “FC”表示（ネットワークモード）に切り替える
 ・ 印刷枚数ボタンを何度か押して“FC”を選択し、保存ボタンを押し

て決定します。
 ・ドットが点灯していることをご確認ください。

3. 「パブリック」を選択する
 ・ カラー印刷ボタンまたはモノクロ印刷ボタンを何度か押してステー

タスインジケータが「USB：消灯」、「プリンタ：緑点灯」になった
ら保存ボタンを押して決定します。

 ・ 保存ボタンを押すと自動的にコピーボードのシステムが再起動し、
表示窓の LEDが回転表示します。

  設定が完了すると表示が消灯します。
 ・パブリックモードに変更するとコピーボードのネットワーク設定は、

下記の通りに設定されますが、必要な場合は変更してください。

  IP Address=192.168.111.190  …………（IPアドレス）
  Subnet Mask=255.255.255.0 …… （サブネットマスク） 

 ・「グループ」に戻すときは、「USB: 緑点灯」、「プリンタ：消灯」を
設定します。ネットワークモードの説明は、14ページ「ファームウェ
ア（最新版）の新機能」をご参照ください。

 これで、設定が終わりました。

本体機器設定モード

ステータスインジケータ

表示窓

消灯 緑点灯
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ステップ3-1「会議ポケット」アプリを利用する場合
スマートフォンアプリ「会議ポケット」（以降「会議ポケット」アプリと略します）からコピーボー
ドの板面をリモート操作でスキャンし、板書データを無線でアプリに取り込むことができます。
文字や図などの細やかな板書内容も鮮明なイメージファイルとして保存し、「会議ポケット」ア
プリで確認することができます。また、保存した板書データは、メールやEvernote、Dropbox
へ送信することができます。
※ Evernote およびDropbox のご利用はアカウント等の登録が必要です。また、インターネッ
トに接続可能な環境が必要です。

Wi-Fi 通信

スマートフォン
無線 LAN

アクセスポイント

コピーボード

1  「会議ポケット」アプリをスマートフォンにインストールする （スマートフォンの操作）

iOS スマートフォンで説明しています。
1. ホーム画面のApp Store アイコンをタップしてApp Store を開き、検索アイコンをタップ
すると文字入力欄が表示されます。

 “会議ポケット”の文字を入力して検索アイコンをタップします。

2. 検索された「会議ポケット」アプリをタップし、無料ボタンをタップします。無料ボタンが
インストールボタンに変わります。

3. インストールボタンをタップします。Apple ID とパスワードを入力し、しばらく待つとイ
ンストールが完了し、ホーム画面に「会議ポケット」アプリのアイコンが表示されます。

 ※ダウンロードするにはApple ID の登録が必要です。

2  無線 LANでスマートフォンを接続する。 （スマートフォンの操作）

1. スマートフォンのホーム画面→設定→Wi-Fi をタップします。
 Wi-Fi が「オフ」になっているときは「オフ」をタップして「オン」にしてください。
 接続可能なネットワーク名が表示されます。
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3. Join ボタンをタップします。
 接続したネットワーク名にチェックが入り、画面上部にWi-Fi アイコンが表示されます。
 これで、接続ができました。

4. 設定ボタンをタップすると設定メニューに戻ります。

3  「会議ポケット」アプリを操作する （スマートフォンの操作）

1. ホーム画面から「会議ポケット」アイコンをタップして会議ポケットのホーム画面（以降ア
プリホーム画面と呼びます。）を開きます。

2. 設定アイコンをタップして設定メニューを開き、IPアドレスをタップして、コピーボードの
検索を実行します。

2. 無線 LANアクセスポイントのネットワーク名（SSID）をタップし、パスワードを入力します。
 ・無線 LAN機器の説明書などに記載されているパスワードやWEPキーを入力します。
 ・ 鍵マークを表示している場合は暗号化機能が有効になっています。ネットワーク管理者に

無線 LANアクセスポイントの暗号化の種類や暗号キーをお尋ねください。

会議ポケット



8

3. IP アドレスメニューでコピーボードの IP アドレスを選択して、次に設定ボタンをタップし
ます。

4. 設定メニューで完了ボタンをタップして設定メニューを閉じます。

5. アプリホーム画面でパスワードボタンをタップして、パスワード入力メニューを開きます。
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6. パスワード確認ボタンをタップし、コピーボードの表示窓に点滅表示されている2桁の数字
を入力し、完了ボタンをタップします。

 ※ パスワードは所定の時間経過で自動で変更されます（初期設定時は15分）。コピーボー
ドをリモート操作中に「パスワードエラー」が表示された場合、パスワード確認ボタンを
押して再度パスワードを確認してください。

  この時間は、本体機器設定の「認証有効時間」で変更できます。（15ページ参照）

7. アプリホーム画面でスキャン、シート送り、同期ボタンをタップしてコピーボードの操作を
行います。

  ※ 会議ポケットの操作説明はアプリのヘルプ及び弊社ホームページ
    http://www.plus-vision.com/jp/product/mtg_pocket/
   をご覧ください。

ヘルプボタン

スキャンボタン

シート送りボタン

同期ボタン
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1  無線 LANでパソコンを接続する （パソコンの操作）
無線 LAN内臓パソコンのWindows 7 で説明しています。
外付けの子機を使用している場合は、子機に付属のドライバを事前にインストールしてください。
接続・設定方法は子機の説明書をご覧ください。

ステップ3-2パソコンのWebブラウザを利用する場合
パソコンのWebブラウザからコピーボードの板面をリモート操作でスキャンし、板書データを
無線でパソコンに取り込むことができます。

1. タスクバーの［インターネットアクセス］アイコンをクリックします。
 ・アイコン表示がない場合は通知領域にあります。

 お知らせ： Windows Vista の場合は［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワー
クの状態とタスクの表示］→［ネットワークに接続］で「ネットワークに接続」
画面を表示します。同じ要領で設定します。

2. 接続する無線 LANアクセスポイントのSSIDをクリックします。
 ・ SSID は機器の個体番号で無線 LANアクセスポイント機器のシールまたは説明書に記載

されています。

パソコン

Wi-Fi 通信

無線 LAN
アクセスポイント

コピーボード
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3. ［接続］ボタンをクリックします。
 「ネットワークに接続」画面を表示してセキュリティ情報の取得を開始し、終了するとセキュ
リティ入力画面を表示します。

4. セキュリティキーを入力して［OK］をクリックします。
 無線 LANアクセスポイント機器によってはPIN番号の入力表示をする場合もあります。
 ・セキュリティキーやPIN番号は無線 LAN機器または説明書に記載されています。

5. 「ネットワークに接続」画面を表示して接続を開始します。
 接続が完了すると画面は閉じます。

 ・ネットワークの場所の指定画面を表示した場合は「ホームネットワーク」を選択し、ホー 
ムグループの画面表示の場合は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

 ・ 一度設定すると次回からは自動的に接続されます。

※Wi-Fi を切断するには
［インターネットアクセス］アイコンをクリックしてSSID 一覧画面を表示させ、目的のSSID
を右クリックするとプルダウンメニューを表示します。
［切断］をクリックすると切断します。
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2  コピーボードをリモート操作する （パソコンの操作）
1. コピーボードの IPアドレスを入力します。
 例）Web ブラウザの URL 欄に　http://192.168.111.190　を入力し 、パソコンの

［Enter］キーを押します。
 ・入力は半角数字で入力してください。
 ・コピーボードにつながるとトップ画面を表示します。

2. メニューのリモート操作をクリックし、操作パネルを開きます。

3. ［パスワード確認］ボタンをクリックし、コピーボードの表示窓に点滅表示されている2桁
の数字をパスワード欄に入力します。

 ※ パスワードは所定の時間経過で自動で変更されます（初期設定時は15分）。コピーボー
ドをリモート操作中に「パスワードが違います。」が表示された場合、パスワード確認ボ
タンを押して再度パスワードを確認してください。

  この時間は、本体機器設定の「認証有効時間」で変更できます。（15ページ参照）

 これで、パソコンからリモート操作ができます。
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4. 板書データを取り込みます。
 （1）メニューの「シート送り」ボタンをクリックして取り込むシート面を出します。
 （2） メニューの「スキャン」ボタンをクリックすると読み取りを開始します。
  読み取りが完了するとパソコンに送信され、プレビュー画面に表示されます。
  電波状態により途中で画像が受信できなくなったときは、パソコンの受信マークを確認

し、「プレビュー更新」ボタンを押してください。
 （3） パソコンに保存するにはプレビュー画像をマウス右ボタンクリックし、ポップアップメ

ニューの「保存」をクリックして保存します。

操作ボタンの働き
ボタン名称 説明

スキャン／キャンセル ● 「スキャン」ボタンをクリックするとコピーボードの読み取り動作を
始めます。読み取り中はコピーボード表示窓の LEDが回転表示し
ます。回転が停止すると、パソコンのプレビュー画面に表示されま
す。

● 読み取り画像をパソコンに保存する場合は、プレビュー画面で右ク
リックして、「保存」を選択してください。「名前を付けて保存」画
面をが開きます。目的のフォルダへ保存してください。

● 「スキャン」ボタンをクリックすると「キャンセル」ボタン表示に変
わります。中止するには「キャンセル」ボタンをクリックします。

フィード／キャンセル ● 「シート送り」ボタンをクリックするとシート面を1面分送ります。
● 「シート送り」ボタンをクリックすると「キャンセル」ボタン表示に
変わります。途中で停止するには「キャンセル」ボタンをクリック
します。

プレビュー更新 ● プレビュー画像をコピーボードに保存されている最新のスキャン
データに更新します。
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付録：ファームウェア（最新版）の新機能
コピーボードのファームウエア（最新版）は「ネットワークモード」と「認証有効時間」
の機能が追加されています。
本書では追加されている機能のみ掲載しています。コピーボードの取扱説明書と共に
大切に保管してください。

■ ネットワークモード
 本体の操作ボタンでネットワークモードを設定する場合
 設定方法は取扱説明書の「本体機器設定とネットワーク設定のしかた」の「本体
機器設定（本体ボタン操作）」をご覧ください。

 ●「機能番号と設定内容一覧」に追加される項目

 Web ブラウザでネットワークモードを設定する場合
 設定方法は取扱説明書の「本体機器設定とネットワーク設定のしかた」の「詳細
設定（LAN経由）」をご覧ください。

 ●「ネットワーク設定」に追加される項目

ネットワーク設定項目 設定内容／説明 初期値
ネットワークモード ネットワークのモードの選択です。

グループ：
 データをボード本体、または、FTPサーバーに
保存する設定

パブリック：
 データを1面分だけボード本体に保存してブラ
ウザ経由またはスマートフォンアプリで取得す
る設定

グループ

機能番号 設定項目 説明 設定内容 ステータスランプ表示

ネットワー
クモード

ネットワークのモードの選択です。

グループ：
 データをボード本体、または、FTP
サーバーに保存する設定
パブリック：
 データを 1面分だけボード本体に
保存してブラウザ経由またはスマー
トフォンアプリで取得する設定
※選択後、保存ボタンを押すとシステ
ムが再起動します。

グループ
（初期値）

USB
■（点灯)

プリンタ
 □（消灯)

パブリッ
ク

USB
□（消灯）

プリンタ
 ■（点灯）

重要なお知らせ
● ネットワークモードを“パブリック”に変更し、設定ボタンを押した時はボード本体に画
像を保存している場合、「ボード本体に保存されているデータを消去しますか？」の画面
が表示されます。

 OK ：画像を消去してから、設定を有効にします。
 キャンセル ：画像を消去せずに設定を有効にします。
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本体設定項目 設定内容／説明 初期値
認証有効時間 ・ パブリックモード時のパスワード有効時間を設定

します。パスワードの発行、または、確認は、スマー
トフォンアプリ、または、Webブラウザのパスワー
ド確認ボタンが押されたら本体操作パネルの表示
窓にパスワードを表示します。

・ 0分に設定した場合は、パスワード発行後にリモー
ト操作を1回のみ受け付けます。再度、リモート
操作を行う場合は、パスワード確認ボタンで新し
いパスワードを発行してください。

15分

■ 認証有効時間
 設定方法は取扱説明書の「本体機器設定とネットワーク設定のしかた」の「詳細
設定（LAN経由）」をご覧ください。

 ●「本体機器設定」に追加される項目

● パブリックモードに変更するとコピーボードのネットワーク設定は、下記の通りに設定さ
れますが、必要な場合は変更してください。

 IP Address=192.168.111.190
 Subnet Mask=255.255.255.0
 ※グループモードに戻すと、前に設定していた IPアドレスに戻ります。



26-4658-12A

2012


	目次
	はじめに
	導入と設定
	動作環境
	ステップ1 ：コピーボードに無線LAN アクセスポイントを 接続する
	ステップ2 ：コピーボードの本体機器設定でネットワークモー ドを「パブリック」にする
	ステップ3‐1：「会議ポケット」アプリを利用する場合
	1：「会議ポケット」アプリをスマートフォンにインストールする （スマートフォンの操作）
	2：無線LANとスマートフォンを接続する。 （スマートフォンの操作）
	3：「会議ポケット」アプリを操作する（スマートフォンの操作）

	ステップ3‐2：パソコンのWebブラウザを利用する場合
	1：無線LANとパソコンを接続する（パソコンの操作）
	2：コピーボードをリモート操作する（パソコンの操作）

	付録：ファームウェア（最新版）の新機能
	ネットワークモード
	認証有効時間



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


