
次の付属品がすべてそろっているか確認してください。

プリンタを設置する前に、次の条件を確認してください。

■ 温度 /湿度条件
・周囲温度：7.5～ 32.5 ℃
・周囲湿度：10～80 %RH（結露のないこと）

■ 電源条件
・AC100 V±10 ％、15 A以上 
・50/60 Hz±2 Hz

■ 本体質量
・約6 ｋｇ

付属品の確認付属品の確認付属品の確認

レーザビームプリンタ保証書 

プリンタ本体
（トナーカートリッジが取り付けられています）

CD-ROM
「LBP3100 User Software」
（プリンタドライバのインストールに使用します）

かんたんガイド（本書）
保証書

※大切に保管してください

電源コード

・ 本プリンタには、USBケーブルは付属していません。お使いの
 コンピュータや接続方法に合ったケーブルをご用意ください。
・ ＵＳＢケーブルは、このマークが
 あるケーブルをご使用ください。

２２

設置条件設置条件についてについて設置条件について３３

「かんたんガイド 設置のしかた」（表面）［　 ～　 ページ］
 LBP3100が使えるようになるまでの手順を説明しています。
「かんたんガイド メンテナンスのしかた」（裏面）［　 ～　 ページ］
 トナーカートリッジの交換手順や紙づまりの対処方法などを説明しています。
※プリンタを安全にお使いいただくため、付属CD-ROMに収録されているユーザーズガイド（HTMLマニュアル）の
「　安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

付属品が不足、または破損しているときは
　お買い求めの販売店へご連絡ください。

かんたんガイド 設置のしかたかんたんガイド 設置のしかた

■ 設置スペース

（単位：mm）

へ進んでください。トナーカートリッジの準備トナーカートリッジの準備トナーカートリッジの準備４４

両手でしっかり持つ

1 4

5 8

プリンタ本体を運ぶときは、本体
両側面に手をかけて、両手でしっ
かり持って運んでください。

注意注意

※ 取り外した保護材は保管
してください。

プリンタを取り出すプリンタを取り出すプリンタを取り出す11
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タブを取り外します。6

※保護材は予告なく変更、追加、削除されることがあります。

7 シーリングテープをゆっくりと抜き取ります。

トナーが飛び散らないように注意して、引き抜いてください。
注意注意

トナーカートリッジは必ず水平に保って取り付けてください。
注意注意

印字品質が低下することがありますので、ドラム保護シャッター
を開けないでください。

注意注意

トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。また、
ゆっくり振らないと、トナーがこぼれることがあります。

テープと保護フィルムを取り外します。1

注意注意

保護シートを取り外し、トナーカートリッジをガイドに合わせて、
奥に当たるまで差し込みます。

8

トナーカートリッジの準備トナーカートリッジの準備トナーカートリッジの準備44

ドラム保護
シャッター

タブに指をかけて起こす

上に起こして外す

テープ（約５０cm）を最後まで引き抜く

前後に振る

まっすぐにゆっくりと引き抜く

排紙トレイと上カバーを開けます。2

上カバーの溝部分に
指をかけて開ける

保護シートをめくり、発泡スチロールの保護材を取り外します。3

トナーカートリッジを取り外します。4

トナーカートリッジをゆっくりと5～6回振って、内部のトナー
を均一にならします。

5

1

用紙ガイドの幅を広めにセットし、用紙を奥に当たるまで
ゆっくり差し込みます。

2

3 用紙ガイドを用紙の左右にぴったりと合わせます。

4 後端の用紙ガイドを用紙に合わせ、トレイカバーをのばします。

トレイカバーを折りたたみ、後端の用紙ガイドを引き出します。

表裏のある用紙をセットするときは、印刷する面を上にしてく
ださい。レターヘッドやロゴ付きの用紙は、イラストに示す向
きでセットしてください。

注意注意

セットできる用紙は？
付属CD-ROM収録のユーザーズガイド（HTMLマニュア
ル）を参照してください。
　トップページ→印刷する→印刷の基本操作→用紙について

給紙トレイを開け、テープを取り外します。

トレイカバーをのばし、テープを取り外します。

10

11

上カバーを閉めます。9

上カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付けかた
を確認してください。無理に閉めると、故障の原因になります。

注意注意

へ進んでください。プリンタをUSBで接続するプリンタをUSBで接続するプリンタをUSBで接続する７７

用紙用紙のセットセット用紙のセット６６

電源コードとアース線電源コードとアース線の接続接続電源コードとアース線の接続５５

テープを5箇所取る

テープを2箇所取る

用紙は積載制限ガイドの下に通す

※すぐに印刷しないときは、排紙トレイを閉めてください。

しっかり差し込む

①

②

消灯していることを確認する

電源コードとアース線端子を接続します。(①～②の順で接続する)1

電源がオフになっていることを確認します。2

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを
確認します。

2 プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

3 コンピュータの電源をオンにして、付属のCD-ROMをセット
します。

4［おまかせインストール］をクリックします。

6［はい］をクリックします。

8［USB接続でインストール］を選択し、［次へ］をクリックします。

5［インストール］をクリックします。

このあと正常にプリンタが動作しているかテスト印刷を
実行してください。
テスト印刷が問題なくできれば、プリンタをお使いいただ
くことができます。
テスト印刷の手順については、付属CD-ROM収録のユー
ザーズガイド（HTMLマニュアル）を参照してください。
　 トップページ→プリンタの設置と接続→印刷動作を確認する（テ
ストプリント）→プリンタステータスプリントを印刷する

9［はい］をクリックします。

※使用許諾契約の内容をよく読んで確認します。

上の画面が表示されない場合
①[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択します。
②[名前]に「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し[OK]をクリックします。
※CD-ROMドライブ名「D:」はお使いのコンピュータによって異なります。

注意注意

［今すぐコンピュータを再起動する］にチェックマークを付け、
［再起動］をクリックします。

12

※コンピュータが再起動してから、ＣＤ-ＲＯＭを取り出します。

次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。10
※インストールがはじまります。

プリンタのセットアップが完了しました

次の画面が表示されたら、［次へ］をクリックします。11

7 次の画面が表示されたら、［次へ］をクリックします。
※Readmeファイルの内容も確認します。プリンタをUSBで接続するプリンタをUSBで接続するプリンタをUSBで接続する77

※USBケーブルは付属していません。

2 31 4



かんたんガイド メンテナンスのしかたかんたんガイド メンテナンスのしかた

トナーカートリッジを取り出します。 トナーカートリッジをゆっくりと5～6回振って、内部のトナーを均一にならします。

※保護袋は捨てずに保管してください。

トナーカートリッジを交換するトナーカートリッジを交換するトナーカートリッジを交換する 印字にカスレやムラが出たら、交換の目安です。次の手順で新
しいトナーカートリッジと交換してください。 

トナーカートリッジを取り外す1StepStepStep

新しいトナーカートリッジを準備する2StepStepStep

トナーカートリッジを取り付ける3StepStepStep

1

シーリングテープをゆっくりと抜き取ります。

2

4

上カバーが閉まらないときは、
トナーカートリッジの取り付け
かたを確認してください。無
理に閉めると、故障の原因に
なります。

注意注意

トナーが飛び散らないように
注意して、引き抜いてください。

注意注意

トナーが均一になっていないと、印字品
質が低下します。また、ゆっくり振らな
いと、トナーがこぼれることがあります。

注意注意

ドラム保護シートをゆっくりと引き
抜きます。

3

タブに指をかけて起こす

前後に振る

テープ（約50ｃｍ）を
最後まで引き抜く

トナーカートリッジは必ず水平
に保って取り付けてください。

注意注意

必ず本プリンタ専用トナー
カートリッジをお使いくだ
さい。
キヤノン純正品：
Canon Cartridge 312

使用済みトナーカートリッジの回収方法は？
次のいずれかの方法でご返却くださいますよう、回収に
ご協力をお願いいたします。
・回収窓口へお持ち込み
・回収専用箱での回収
回収窓口の検索、および回収専用箱のご注文方法につ
きましては、キヤノンサポートページをご覧ください。
　http://canon.jp/support

トナーカートリッジは必ず水平に
保って取り付けてください。

上カバーが閉まらないときは、トナー
カートリッジの取り付けかたを確認し
てください。無理に閉めると、故障の
原因になります。

注意注意

注意注意

用紙がつまったときは用紙がつまったときは用紙がつまったときは

排紙トレイでつまったとき 給紙トレイ（手差しトレイ）でつまったとき

プリンタ内部から
水平にゆっくりと
引っぱって取り除く 給紙トレイまたは

手差しトレイから
ゆっくりと引っぱって
取り除く

用紙を取り除く2StepStepStep

プリンタ内部でつまったとき （①～②の操作を行います）

給紙トレイ（手差しトレイ）に用紙
をセットします。

① 上方向にゆっくりと
 引っぱり出してから

② 水平にゆっくりと
 引っぱって取り除く

必ず両手でつまんで取り除いてください。片手で引っぱると用紙が破れることがあります。

注意注意

3StepStepStep トナーカートリッジを取り付ける

給紙トレイ（手差し
トレイ）にセットさ
れている用紙を
取り出します。

トナーカートリッジを取り外す1StepStepStep

つまった用紙が排紙トレイ
から見えても、排紙トレイか
ら用紙を取り除かないで、
プリンタ内部から取り除い
てください。

注意注意

上カバーを開ける トナーカートリッジを取り外す

印刷を中止したいときは印刷を中止したいときは印刷を中止したいときは

はがきと封筒をセットするはがきと封筒をセットするはがきと封筒をセットする

②中止したいジョブを
右クリック
③［キャンセル］をクリック

①    ［印刷キュー］をクリック

印刷を中止する2StepStepStep

タスクバーからプリンタステータスウィンドウを表示する1StepStepStep
①アイコンをクリック

②表示される［Canon LBP3100］をクリック

印刷ジョブが複数あるときは 印刷中のジョブを
中止するときは

     ［印刷中止］を
クリック

用紙をセットする1StepStepStep

封筒をセットする方向

印刷する面を上にして、
この向きでセットする

はがきをセットする方向

印刷する面を上にして、
この向きでセットする

小サイズ用紙ガイドで固定する2StepStepStep

トレイカバーをのばす
手差しトレイでのセット方法3StepStepStep

プリンタステータスウィンドウの[印刷キュー]または[印刷中止]で中止します。

①後端の用紙ガイドを引き出す

②用紙を奥に当たるまで差し込む

③左右の用紙ガイドを用紙に
 ぴったりと合わせる

①トレイカバーをのばす

②用紙を奥に当たるまで差し込む
セットする用紙は1枚

③左右の用紙ガイドを用紙に
 ぴったりと合わせる

小サイズ用紙ガイド
を取り外す

後端の用紙ガイドに
差し込み、用紙側に倒す

ガイドを
合わせる

    ページ参照

対　処対　処 用紙をそろえ、よくさばいてセットしなおしてください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

対　処対　処 定着ローラをクリーニングしてください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

対　処対　処 適切な用紙に交換してください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

対　処

お客様相談センターのご案内（全国共通番号）
050-555-90061

●もっと詳しい情報を知りたい方は・・・

商標について
Canon、Canon ロゴ、LBP、PageComposer は、キヤノン株式会社の商標
です。
Microsoft、Windows、Windows Vista 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。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

印字品質が低下したときは印字品質が低下したときは 印刷ができないときは印刷ができないときは印字品質が低下したときは 印刷ができないときは

用紙に問題があるときは用紙に問題があるときは

【受付時間】
〈平日〉 9:00 ～ 20:00　 〈土日祝日〉 １0:00 ～17:00
（1/1～ 3 は休ませていただきます）
※上記番号をご利用いただけないかたは、043-211-9627をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノンマーケティングジャパン（株）
 販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明なときは、上記のお客様相談センターにご相談ください。

キヤノンホームページのご案内
キヤノンホームページには、お使いの製品に関する情報が掲載されています。
ユーザーズガイドに掲載されていない情報も追加されますので、ぜひご覧ください。

付属のCD-ROMに収録されているユーザーズガイド
（HTMLマニュアル）をご覧ください。

http://canon.jp

電源プラグがコンセントに
確実に差し込まれている
かを確認する

プリンタとコンピュータがUSB
ケーブルで正しく接続されてい
るかを確認する

黒いすじ、または白いすじが入る

原　因

対　処 新しいトナーカートリッジに交換してください。
       ページ参照

トナーカートリッジ内のドラムが劣化している

印字が全体的にうすい、または黒ずむ

原　因

対　処 プリンタドライバの［トナー濃度］の設定を調整して
ください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

［トナー濃度］の設定が適切でない

部分的に白く抜ける

原　因 使用している用紙が適切ではない

印刷した用紙に黒点状の汚れが付着する

原　因 プリンタ内部の定着ローラが汚れている

用紙が真っ白で何も印刷されない

原　因 用紙が重なって送られた

用紙に問題があるときは

5

4

　 ページ参照3

対　処 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

対　処 使用できる封筒に交換し、印刷しなおしてください。
   ユーザーズガイド（HTMLマニュアル）参照

封筒のふたが貼り付いてしまう

原　因 封筒が適切でない

用紙がカールした状態で印刷される

原　因 用紙の保管状態が悪く、吸湿している

ＵＳＢケーブルは、このマークが
あるケーブルをご使用ください。

注意注意

6 75 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


