
特定小電力トランシーバー

免許・資格不要

iC- 4500 20ch交 互 27ch中 継

高い機動力と機能性で 
業務効率化をサポートします。 

主な定格 

特定小電力トランシーバー

当社他製品との通話互換表 

付属品：ベルトクリップ
免許・資格不要

 交互通話 中継通話

バッテリー/充電器はオプションです

通 信 方 式

チ ャ ン ネ ル 数

使 用 周 波 数 帯

送 信 出 力

音 声 出 力

電 源 電 圧

使 用 温 度 範 囲

外 形 寸 法

重 量

交互通話／中継通話

47ch（単信20ch+半複信27ch）

400MHz帯

10mW/1mW（＋20％～－50％）

40mW以上（8Ω負荷 10%歪率時）

DC1.5V

－10℃ ～ ＋50℃

54（W）×86（H）×17（D）mm（突起物を除く）

約143g〈充電式電池（ニッケル水素）BP-260装着時〉
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■グレードアップオプション 

Waterproof
防水

Compact
コンパクト

ヘルメットタイプ 

27ch20ch交互 中継

EH-11 
イヤーパット型
スピーカー

EH-12 
ヘルメット
取り付け型
スピーカー

EH-13 
耳掛け型
イヤホン

ヘッドセットタイプ イヤホン＋タイピンタイプ 

イヤー
パット型

ストラップ
取付型

耳掛け型

（プラグ直径3.5φ）

JANコード：
4909723009962

共通オプション 

共通オプション 

（プラグ直径2.5φ） （プラグ直径2.5φ）

HS-88 
ヘッドセット

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 
●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 
●アイコム株式会社、アイコム、ＩＣＯＭロゴ、Toughcallロゴ、Callbridgeロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 

2009年11月作成 BMB598E

EH-15  
イヤホン グレー

（プラグ直径2.5φ） （プラグ直径2.5φ）
JANコード：4909723803751

JANコード：4909723805502

JANコード：4909723803768

JANコード：4909723004356 JANコード：4909723009979
（プラグ直径2.5φ）

SP-28 
耳掛け型
イヤホン

EH-14 
オープンエアー型
イヤホン

技術基準適合証明取得機種

JANコード：4909723803720 JANコード：4909723803737
（プラグ直径2.5φ）
JANコード：4909723803744

または

EH-15B  
イヤホン 黒

自動で混信回避

サブチャンネルスキャン機能

振動で着信がわかる

バイブレータ機能搭載
Tough Body

堅牢

OPC-637

OPC-636
OPC-636 
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル（ロック式）

OPC-637 
（ノンロック式）

または

HS-86 
ヘルメット取り付け型
マイクロホン

通話スイッチ部 JANコード：4909723805472JANコード：4909723805519

JANコード：4909723805526 JANコード：4909723807551

または

HS-92 
（固定金具がワニグチ）

OPC-636 
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル（ロック式）

OPC-637（ノンロック式）
または

JANコード：4909723805519

JANコード：4909723805526

HM-104 
単一指向性タイピン型
マイクロホン 

OPC-636 
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル（ロック式）

OPC-637 
（ノンロック式）

または

※マイクロホン部は防水構造ではありません

HM-109 
接話タイピン型マイクロホン

HM-163 
防水コネクタ/PTTスイッチ付
タイピン型マイクロホン

タイピン

または
JANコード：
4909723805519

JANコード：
4909723805090

JANコード：4909723805489

JANコード：4909723805496 JANコード：4909723000150
JANコード：
4909723805526

または
または

HM-104A 
無指向性
タイピン型マイクロホン

SP-16 
耳掛け型イヤホン グレー
JANコード：4909723801986

または

SP-16B 
耳掛け型イヤホン 黒
JANコード：4909723003342
または

SP-29 
耳掛け型
イヤホン

AD-52 
イヤホンジャック
アダプター

イヤホンタイプ 

（プラグ直径3.5φ）

VS-2SJ 
PTT/VOXスイッチユニット

※ご使用の際は販売店にて
　外部電源ON設定が必要。

JANコード：4909723803775

HS-99 
耳掛け型イヤホンマイク
（VS-2SJが必要）

VOXタイプ 

JANコード：4909723009375

JANコード：
4909723009344

MB-114 
ベルトクリップ

マイクロホン関係 その他オプション 

HM-186SJ 
小型スピーカーマイクロホン

HM-177SJ 
小型イヤホンマイクロホン

JANコード：4909723009573

HM-183SJ 
防水形小型スピーカーマイクロホン

JANコード：4909723009566 JANコード：4909723010210

JANコード：4909723010456  JANコード：4909723009986

ＬＣ-172 
キャリングケース

BC-182 
1口タイプ急速充電器（ACアダプター付）

BP-260 
1.2V 1900mAh
充電式電池（ニッケル水素）

BC-185 
2口タイプ充電器（ACアダプター別売）

BC-186 
ACアダプター（BC-185用）

中継装置 

中継装置で、通話距離を 
最大約2倍に拡大。 

IC-RP4100  
中継装置
（技術基準適合証明取得機種）

充電器・バッテリー関連 

高い場所に設置したあとでも、 
手元でチャンネル切り替えが可能。 

OPC-1856  
リモートケーブル（約3m）

充電時間：
約10時間

充電時間：約2時間

5台まで連結可能

JANコード：4909723009313

JANコード：4909723009306

JANコード：4909723010258

JANコード：4909723010098

JANコード：4909723010449

JANコード：4909723009924



中継通話で

通話距離、

約2倍

27ch中継

特定小電力トランシーバー

33,600円（税込）技術基準適合証明取得機種
JANコード：4909723009894

交互 20ch

中継 27ch

iC-rp4100

中継装置別売

45,150円（税込）

免許・資格不要

効率的な連絡を実現する豊富な機能群 

●秘話機能 ●パワーセーブ機能 

●アンサーバック機能 ●キーロック機能 

●バッテリー警告機能 ●モニタ機能

●ワンタッチPTT機能

●スケルチレベル設定機能  など

その他の機能 交互通話時の通話距離のおおよその目安

※通話距離は周囲の状況（建物や山）により異なります。
※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることが
あります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

約２km

約１～２km

約500m

約100～200m

●見通しのよい場所

●郊　外

●高速道路

●市街地

雨中や、水に触れやすい厨房
などでも安心して使えるＪＩＳ保
護等級７※（防浸形）相当の優
れた防水性能。

最高水準の防水性能

衝撃に強いボディ

騒音が大きな場所でも、着信
が無線機本体の振動でわかる
バイブレータ機能を搭載。

アルカリ乾電池（日本製）で約33
時間、別売の充電式電池（ニッ
ケル水素）BP-260で約30時間。
一日中携帯していても電池交
換の必要がありません。

軽量・薄型ボディ

約143g※の軽量ボディ。しかも、
幅54mm×高さ86mm×厚さ
17mmと薄型。胸ポケットに収
まる小ささです。

施設の案内や見学で
威力を発揮。

受信専用機能
特定の相手だけに
情報伝達が可能。

個別呼び出し機能
伝えるグループを限定し、
効率的に情報伝達。

グループ通話機能

送受信切り替え時の
気になるノイズをカット。

トーンバースト機能

緊急信号を送出し
迅速な連絡を実現。

エマージェンシー機能

電池1本で
長時間使用可能※

振動で着信がわかる
バイブレータ機能

※パワーセーブ機能設定時、
　送信1:受信1：待受8の使用状態にて。

※ＪＩＳ保護等級７防浸形：最下部が水面下１ｍで
　30分水中に没しても内部に水が入らないもの。

日本語 機能も設定も、
日本語表示で一目瞭然。

日本語表示

防水、コンパクト、堅牢。抜群の機動力と機能性で、業務効率の向上をサポート。 

シーンを選ばず使える。それがIC-4500。

IC-4500は、最高水準の防水性能はもちろん、騒音の大きい環境でも着信を確実に知らせるバイブレータ機能、

混信を回避するサブチャンネルスキャン機能など多彩な機能を搭載。

安全やサービスの向上など、幅広い業種で業務を強力にサポートするツールとしてご使用いただけます。

※別売充電式電池（ニッケル水素）BP-260装着時。

雑音を軽減し、より明瞭な
音声で通話できます。

コンパンダ機能

車の騒音や雨の中でも、
快適なコミュニケーションを実現します。

交通整理の連絡に 

連続通話が可能な
1mWに出力変更が可能。

送信出力設定機能※

コンパクトなボディなので
スタッフの機動力を損ないません。

結婚式の円滑な進行に 
プールなど水や汗に触れる環境でも
気にせず携帯できます。

フィットネスクラブでのスタッフ間の連絡に 
機械の騒音が大きい工場内でも
本体の振動で着信を確認できます。

工場での指示や報告に 

厨房とホールスタッフの連携に 

※中継1ch～中継18ch。中継装置の
　出力も1mWに変更が必要。

技術基準適合証明取得機種

JANコード：4909723009313

水や蒸気にさらされる厨房でも
安心して使用できます。

整備士と営業スタッフ間の連絡に 
軽量・堅牢なので、身につけていることを
気にせず作業や商談を進めることができます。

外装には耐久性に優れたポリカー
ボネイト樹脂を使用。また、とくに
脆弱になりがちな電池カバー部に
アルミダイキャストを採用するなど、
衝撃に強い堅牢な構造を実現。

付属品：ベルトクリップ バッテリー/充電器はオプションです

混信を回避する
サブチャンネルスキャン機能
他のトランシーバーと使用チャンネルが重なって通
話できないとき、サブチャンネルに自動的に移動※。
快適な通話環境を確保します。 ※あらかじめ設定が必要。

※中継通話には対応していません。

通話可能

通話不可

サブチャンネルに移動


	091110_IC-4500_hyousi.pdf
	091110_IC-4500_nakamen.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /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 ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a002030c730b630a430f351fa7a3f7528005d0020005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /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 ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


