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CN-B200D

z ～

¡ ¡

接続端子一覧
取り付けの際に、確認用としてお使いください。
配線についての詳細はzP.5をご覧ください。

車両・AVインターフェース接続端子
（AV I/F）

GPSアンテナ接続端子
 （GPS ANT）

❶ナビゲーションユニット（後面）

電源コネクター
（POWER FUSE 15 A）

●使用しません。
（シールをはがさないでください。）

排熱用ファン

周囲をふさがないで
ください。 ラジオアンテナ入力端子

（FM/AM ANT）

iPod/USB中継ケーブル接続端子（iPod）
●別売のケーブルを使って、市販の iPodやUSBメモ
リーを接続することができます。
●使用しないときはシールをはがさないでください。

ヒューズ15 A内蔵
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内容物の確認
万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号 品　名 数量
ナビゲーションユニット関係

❶
ナビゲーション
ユニット

1

❷ 座付きねじ
（M5×6 mm）

6

❸ 皿ねじ
（M5×6 mm）

8

❹
スペーサー／ 
両面テープ

各4

GPSアンテナ関係

❺ GPSアンテナ
（コード4 m）

1

❻ コードクランパー 4

コード／ケーブル関係

❼ 電源コード 1

❽ 車速信号中継コード
（桃色：1.5 m）

1

❾
車両・AVインター
フェースコード

1

10 圧着式コネクター 7

11
オーディオ 
変換ケーブル
（1.5 m）

1

※本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※ 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更するこ
とがあります。
※ 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体
の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をして
ください。

品　名 数量
取扱説明書  基本操作編 1
取付説明書（本書） 1
保証書 1

 ■主な添付品
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もくじ

取り付け・配線の前に
 取り付ける前に内容物をご確認ください。
 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディー
ラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が
誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
 ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ず
ご確認ください。

 コネクターは確実に差し込んでください。
 各コードに接続するコネクターが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
 コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープ 
などで要所を固定してください。
 ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」（z『取
扱説明書  基本操作編』）にヒューズの交換を依頼してください。
 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
 キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
  各種アンテナコード（ラジオ、GPS）は、電源コード/接続ハーネスとは別々に配線し、本機に接触し
ないようにしてください。また、余った各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねる
とアンテナの受信感度が低下したり、音声にノイズが入る原因となります。
  スピーカーは最大入力45 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが４ Ωから８ Ωのスピーカー
をご使用ください。

お 願 い

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

接続端子一覧 ·······························································1
内容物の確認 ·······························································2
もくじ ···········································································3
取り付け・配線の前に ················································3
作業の順序 ···································································4
配線のしかた ·······························································5
圧着式コネクターの取り付けかた ·································5
ロック付きコードの取り外しかた ·································5
電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線 ···6
アンテナコードの配線 ····················································8
GPSアンテナの取り付けかた ···································8
ナビゲーションユニットの取り付けかた ·················9

他の機器と組み合わせて使う ································· 11
iPod（iPhone）/USBメモリー ··································11
リヤビューカメラ ·························································11
ポータブルオーディオ機器 ·········································11
取り付け・配線の確認 ············································· 12
電源を入れる ································································12
車両信号情報を確認する ·············································13
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バッテリーの⊖端子を外す。

アンテナや他の機器の取り付け・配線をする。
¡ GPSアンテナ 
※ 必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

¡ 他の機器（別売のiPod/USB接続用中継ケーブル、リヤビューカメラなど）

ナビゲーションユニットを車両に取り付ける。

取り付け・配線を確認する。
zP.12

各種コード/ケーブルを配線する。

ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に
行ってください。

お 願 い

バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。お 願 い

作業の順序
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圧着式コネクターの取り付けかた

サイドブレーキコードなど

車両側配線コード

エレメントを押し込む突きあたりまで差し込む

圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。

ロック付きコードの取り外しかた
矢印の方向に押しながら、取り外します。
※無理に引っ張ると破損することがあります。
※ 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

❼ 電源コード 別売  iPod/USB接続用中継ケーブル

❺ GPSアンテナのコード ❾ 車両・AVインターフェースコード

配線のしかた
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配線のしかた（続き）
電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線
❶ ナビゲーションユニット

❾ 車

❼ 電源コード

（灰）

ACC 車のACC電源へ
アクセサリーコード (赤:40 ㎝)

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

 両・AVインターフェースコード
（白）

全ての配線
が完了し、
接続を確認
したあとに
差し込んで
ください。

電源コネクター ※１ (POWER FUSE 15 A) ヒューズ15 A内蔵

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

アースコード(黒:40 ㎝)
車体の金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している箇所に接続してください。

バッテリーコード(黄:40 ㎝) 
車のバッテリーへBATTERY 15A 

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

0.1 A以内でご使用ください。

オートアンテナコントロールコード（青:18 ㎝） 車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)
または
アンテナブースターの電源入力端子へ

ANT-CONT MAX 0.1 A

※1  電源コネクターにヒューズが
あります。
必ず規定容量のヒューズを
ご使用ください。

(L)
スピーカーコード (フロント左　  白:25 ㎝) 

スピーカーコードは、
各スピーカーへ正しく
接続してください。
スピーカー破損の
原因となります。

スピーカーコード (フロント左　  白/黒:25 ㎝) 

(R)
スピーカーコード (フロント右　  灰:25 ㎝) 

スピーカーコード (フロント右　  灰/黒:25 ㎝) 

FRONT SP

(L)
スピーカーコード (リヤ左　  緑:25 ㎝) 

スピーカーコード (リヤ左　  緑/黒:25 ㎝) 

(R)
スピーカーコード (リヤ右　  紫:25 ㎝) 

スピーカーコード (リヤ右　  紫/黒:25 ㎝) 

REAR SP
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映像(黄)

音声左(白) オーディオ機器からAUXで音声入力できます。
音声入力コード(20 ㎝)

カメラ映像入力コード(20 ㎝)
別売の車載用カメラを接続する。

式コネクター

車速信号コード(桃色:15 ㎝)
SPEED

STSW1

STSW2

SWGND

イルミネーションコード (橙/白:50 ㎝)

CAMERA IN

AUX  IN

端子を切り離す

リバースコード
(紫/白:6 m)
REVERSE 

端子を切り離す

ILLUMINATION 車の照明電源へ

必ず、付属の車速信号中継コードをご使用ください。
● 車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エン
ジン型式によって異なりますので、お買い上
げの販売店にご相談ください。

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。

サイドブレーキコードは必ず接続してください。

バッテリーバックランプ
車体

継コード(桃色:1.5 m)

エンジンコントロール
コンピューターユニット(ECU) 

あまったコードは切らずに
束ねてください。

式コネクター

コネクター

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ
(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

式コネクター

式コネクター

式コネクター

ステアリングスイッチ1コード(茶:45 ㎝)

ステアリングスイッチ2コード(青/黄:45 ㎝)

ステアリングスイッチアースコード(黒:45 ㎝)

端子を切り離す

車のステアリング
スイッチコードへ端子を切り離す

端子を切り離す

この部分は回路保護部品です。切り離したりせず、必ずこの状
態のままで車速信号取り出し箇所の方向に接続してください。

ステアリングスイッチ
を使用する場合に
接続してください。
詳しくは、お買い
上げの販売店にご
相談ください。

●

音声右(赤)

10 圧着

10 圧着式

10 圧着

10 圧着

10 圧着

10 圧着

❽ 車速信号中

サイドブレーキコード(若草色:1.5 m)

SIDE BRAKE

※2 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキン
グブレーキ」などのことを、一部「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

車体サイドブレーキスイッチ

コネクター サイドブレーキ※2が解除のときに車体に
アースされていない方へ接続してください。

10 圧着式

端子を切り離す
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配線のしかた（続き）
アンテナコードの配線

 
 

アンテナ 
 (コード 4 m)

GPSアンテナ接続端子 (GPS ANT)

（後面）

車のラジオアンテナ

ラジオアンテナ入力 端子 
(FM/AM ANT)

❶ ナビゲーションユニット
❺ GPS

●車のラジオアンテナからFM VICS・
ラジオ放送を受信します。

●ブースター付きアンテナの場合は、
アンテナブースターへの電源供給の
ため、オートアンテナコントロール
コードをアンテナブースターの電源
入力端子へ接続してください。

コードの要所を固定する
裏紙を
はがす

コードをドライ
バーなどの先の
とがったもので押
したりしないでく
ださい。コードが
傷つき故障の原因
となります。

20 ㎝以上

❻ コードクランパー

 Sアンテナ
裏紙をはがす
❺ GP

GPSアンテナの取り付けかた
 ■取り付ける前に
設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから15 ㎝以上離して取り付けてください。
また、それぞれのコードは別々に(引き回しを左右別方向にするなど)配線してください。

 ■必ず車室内(ダッシュボード上のガラス付近)に取り付けてください。
防水構造ではありませんので、車外には取り付けないでください。

 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い
上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」（z『取扱説明書  基本操作編』）にご相談
ください。
  受信状態が悪い場合は、GPSアンテナを移動して、受信状態の良い場所に設置しなおしてください。 
zP.12

お知らせ
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車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キッ
ト（別売）が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ナビゲーションユニットの 
輸送用金具をはずしてください。

ナビゲーションユニットの取り付けかた

 取り付け金具の凸部（位置決め）があ
たる場合には、ニッパーなどでカッ
トして取り付けてください。
 オーディオスペースに無理に押し込
まないでください。配線(コネクター
やコード)に負担がかかり、接続不
良の原因となります。

お 願 い

本機の前面および操作部を
強く押さないでください。
本機のボタンやタッチパネ
ルなどが破損する原因とな
ります。

❶ ナビゲーションユニット

取り付け金具
（ブラケット）

取付例

2

1

1

故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。お 願 い

取り付け金具（ブラケット）を取り付ける。

穴の形状に合わせてネジを選んでください　

(M5×6 ㎜) (M5×6 ㎜)

不安定な場合は
スペーサーを両面テープで、取り付け金具(ブラケット)に貼り付けてください。

❸ 皿ねじ ❷ 座付きねじ

(M5×6 ㎜)
テープ

取り付け金具(ブラケット)

取り付け金具(ブラケット) 取り付け金具(ブラケット)

❷ 座付きねじ

❹ 両面 ❹ スペ－サー

輸送用金具 × 2 座付きねじ × 4
（M5×6 ㎜） 

❶ ナビゲーション
ユニット

準　備

取りはずした座付きねじ（4本）は、
ナビゲーションユニットの取り付
けに使用する場合があります。



10

 ■ 取付部の寸法・角度について

寸　法 幅180×高さ100 mm（２DINサイズ）
角　度 水平に対して40°以下

※ 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく 
表示されません。

オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご
相談ください。

お知らせ

ナビゲーションユニットをオーディオスペースに取り付ける。

ナビゲーションユニットの取り付けかた（続き）
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他の機器と組み合わせて使う
 ケーブルやコネクターが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテー
プなどで要所を固定し、コネクターは確実に差し込んでください。
 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
 他の機器との接続による使いかたは、取扱説明書  基本操作編をご覧ください。
 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

iPod（iPhone）／USBメモリー使用時のお願い
 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル（CA-LUB200D）で接続してください。他のナビゲー
ションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
 運転中に動かないように市販のホルダーなどでしっかり固定してください。固定する際は、エア
バッグの動作を妨げないようにしてください。
 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。
 適合機種については、取扱説明書  基本操作編をご覧ください。

お 願 い

 ㎝カメラ映像入力コード (20 )

映像(黄)

リヤビューカメラ
(CY-RC90KD)

別売

映像用コード (5 m)

(1.5 m)

CAMERA IN

11 オーディオ変換ケーブル

電源コード（リヤビューカメラに付属）

ＵＳＢメモリー市販
または

iPod/iPhoneに付属の
ケーブル

iPod/iPhone市販 iPod/USB接続用
中継ケーブル
(CA-LUB200D)

別売

11 オーディオ
　 変換ケーブル

ポータブル
オーディオ機器市販

音声入力コード(20 ㎝)

AUX  IN音声右（赤）

音声左（白）

無理に引っ張らないでください

¡グローブボックスやコンソールポケットなどへ、ケーブルが余りすぎないように配線してください。
¡板金や樹脂などのエッジでこすれたり、可動部に挟み込むなど、コードを破損しないように引き回してください。

グローブ
ボックス

プラグは確実に差し込んでください。

グローブボックスに配線した場合

❶ ナビゲーションユニット（後面）

リヤビューカメラ

iPod（iPhone）とUSBメモリーは、同時には接続できません。

iPod（iPhone）/USBメモリー

ポータブルオーディオ機器
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取り付け・配線の確認

車のエンジンをかける。（ACCをONにする。）
：本機の電源が入ります。

警告画面の注意事項を確認して、 確認 をタッチする。
：現在地の地図画面が表示されます。

電源を入れる

LAUNCHER をタッチして、見晴らしの良い場所で、GPS信号（ GPS ）を受信し
ていることを確認する。

GPS受信表示
コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
　緑色…測位中
　黒色…測位計算中／未測位

GPS情報の確認方法について
MENU ／ MENU ➡ 情報 ➡ GPS情報 をタッチして、GPS情報を確認することができます。 
受信中のGPS衛星の数（補足数）が多いほど、受信状態は良好です。

お知らせ
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MENU ／ MENU ➡ 情報 ➡ 車両センサー を
タッチして、車両信号情報を確認する。

車両信号情報を確認する

項目 内　容

【 パーキングブレーキ】 バーキングブレーキ（サイドブレーキ）を引くと、 停車 が点灯しますか？

【リバース】 車のシフトレバーをリバース（R）に入れると、 ON が点灯しますか？

【スモールランプ】 車のスモールランプを点灯させると、 ON が点灯しますか？

MENU ／ MENU ➡ 設定 ➡ 次へ ➡ システム設定 ➡ 初期化 ➡
センサー学習値を初期化する をタッチする。
： メッセージが表示されるので、 はい をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

■ 販売店様へのお願い
 以下はお客様にご確認いただくようご依頼ください。

現在地の地図画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行する。

MENU ／ MENU ➡ 情報 ➡ 車両センサー をタッチして、以下の項目を確認する。

項目 内　容

【車速パルス】 走行後、数値が変化しますか？

【学習レベル】 
 距離／回転／3D

走行後、学習レベルが上がりますか？（最大はLevel5）
※センサー学習値を初期化すると「Level1」に戻ります。

 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。  
・渋滞・停車を頻繁に繰り返す　・右左折が多い　・右左折が極端に少ない　  
・GPS信号を受信しにくい
 次の場合にも センサー学習値を初期化する を実施してください。 
・別の車に本機を載せかえた　・タイヤを交換した　・タイヤをローテーションした
 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号中継コードの接続を確認してください。
 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っ
ている間は故障ではありません。

お知らせ
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メ　モ
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メ　モ



‒


	表紙
	接続端子一覧
	内容物の確認
	もくじ
	取り付け・配線の前に
	作業の順序
	配線のしかた
	圧着式コネクターの取り付けかた
	ロック付きコードの取り外しかた
	電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線 1
	電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線 2
	アンテナコードの配線

	GPS アンテナの取り付けかた
	ナビゲーションユニットの取り付けかた 1
	ナビゲーションユニットの取り付けかた 2
	他の機器と組み合わせて使う
	iPod（iPhone）/USB メモリー
	リヤビューカメラ
	ポータブルオーディオ機器

	取り付け・配線の確認
	電源を入れる
	車両信号情報を確認する

	裏表紙


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 300
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.141730
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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


