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マイクロコンプレッションセル、マイクロコン
プレッションダイヤモンドセルキットユーザー
ガイド

目次

• 製品概要 

• 操作 

使用している表記

製品概要
マイクロコンプレッションセルとマイクロコンプレッションダイヤモンドセル
は、赤外顕微鏡での透過測定用のサンプルを押しつぶし、平らにならすために使
用されるサンプルホルダーです。それぞれのセルは、 2 つの窓板を固定するねじ
部品と金属製ホルダーで構成されています。サンプルは 2 つの窓板の間に置きま
す。ねじキャップは、サンプルを平らにならして薄くするために締め付けます。
それぞれのセルは、ピストン運動設計により、サンプル全体に均一に圧力をかけ
ます。窓材は、回転運動を用いるのではなく、同じ方法で押し付けて、サンプル
の位置を保ち、こすって不鮮明にすることを防ぎます。セルは、あらゆる顕微鏡
ステージに固定でき、10X、15X、および 32X Reflachromat 対物カセグレンに対応
しています。

注意  危険な状態で、回避しない場合には軽度または中程度の損傷を負うおそ
れがあることを意味します。

注意    システムハードウェアの損傷やデータの紛失を防ぐため、本表示の指
示に従ってください。

注記  有用な補足情報を含んでいます。
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柔らかいエラストマーのサンプルをマイクロコンプレッションセルで使用する場
合は、直径 13 mm の窓材を 2 つ用意する必要があります。このセル用の IR 透過
窓材には、サンプルの用途に対応した NaCl、 KBr、 ZnSe、および BaF2 がありま
す。適切な窓材については、お使いのシステムの文書に付属している 「Crystal 
Reference Sheet」を参照してください。 IR 透過窓材には直径 7.0 mm のサンプルス
ペースがあります。これらの窓材を使用する場合、窓材にひびが入る可能性があ
るため、大きな圧力をかけることはお勧めしません。この可能性を最小限にする
ために、マイクロコンプレッションセルにはごく少量のサンプルを置くか、マイ
クロコンプレッションセルの窓材に置く前にサンプルを平らにならす必要があり
ます。

硬いサンプルを押しつぶしたり、平らにならしたりする必要があるアプリケーシ
ョンの場合、マイクロコンプレッションダイヤモンドセルを使用することをお勧
めします。マイクロコンプレッションダイヤモンドセルは、硬質ポリマーや鉱物
などの硬いサンプルを平らにならしたり、押しつぶしたりするのに役立ちます。
これは、直径 13 mm のホルダーに取り付けられている 2 mm 平方のダイヤモンド
窓を 2 つ含むキットとして提供されます。ダイヤモンド窓は、ファセットのない
平坦な IIA タイプのダイヤモンドです。ダイヤモンド窓には直径 1.8 mm のサン
プルスペースがあります。このキットには窓材挿入ツールも付属しています。
マイクロコンプレッションセルの窓材は、マイクロコンプレッションダイヤモン
ドセルでも使用することができます。

操作

目次

• 「標準の 13 mm 窓材付きのマイクロコンプレッションセル」 ( ページ 3) 

• 「ダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションセル」 ( ページ 6)

• 「ダイヤモンド窓材のクリーニング方法」 ( ページ 8)
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標準の 13 mm 窓材付きのマイクロコンプレッションセル

 標準の 13 mm 窓材付きのマイクロコンプレッションセルを使用するには

1. マイクロコンプレッションセルのベースから、
上部キャップを回して外します。

2. 1 つの窓材を挿入します。

ベースの中央にある円形の開口部に、 1 つの窓
材をセットします。

3. 窓材の間にサンプルを入れます。

a. 必要に応じて、サンプルを平らにならし、
プローブを使用してベースの下部窓材の中
央にサンプルを配置します。 

b. バックグラウンドスペクトルを測定するた
めに用いる方法を決めます ( バックグラウン
ドスペクトル測定法については、「付録 C」 
( ページ 13) を参照してください )。 

c. KBr 結晶法を選択した場合、粉末 KBr の一
つの結晶を、窓材上のサンプルの横で、サ
ンプルに触れない位置に置きます。 

d. 上部窓材を直接サンプルの上に置きます。

2 つの窓材の端が揃っていることを確認して
ください。

注意    使用するサンプルの量が重要になります。サンプルが多過ぎると、標
準の 13 mm 窓材にひびが入ることがあります。柔らかいサンプルやエラスト
マーサンプルの場合、 15 μm ～ 30 μm の粒子が理想的です。これより硬いサ
ンプルの場合は、ローラーナイフを使って事前に平らにならしておくか、ま
たはマイクロコンプレッションダイヤモンドセルを使用することをお勧めし
ます。サンプルを平らにしたら、マイクロコンプレッションセルの窓材にセ
ットすることができます。

4. キャップを取り付けます。

ねじ山にはまるまで、キャップを慎重に回して
取り付けます。

サンプルの観察中は、 ( 実体顕微鏡を推奨 ) サン
プルと KBr 結晶 ( 使用している場合 ) が窓に触
れるまでキャップを締め付けます。これは、平
らにならされているサンプルと KBr を観察する
のに役立ちます。

ベース

キャップ

上部窓材

下部窓材

サンプル
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5. 補正設定を行います。

Continuum には、コンプレッションセル窓材の厚さによる球面収差を補正す
る機能があります。 Continuum をお持ちでない場合は、このステップを飛ば
します。

最適なエネルギースループットと画像を得るために、使用される窓材の厚さ
に合わせて対物カセグレンおよび集光カセグレンの補正設定を行います。

1991 年以降の Reflachromat™ 対物カセグレン (“Reflachromat” という文字が表
示されている対物カセグレン ) および集光カセグレンの場合、補正リングに
は 0、 0.17、 1.0、 2.0、および 3.0 の目盛りがあります。これらの数値は、
標準の窓材 (KBr) の厚さ (mm 単位 ) に対応しています。

対物カセグレンの補正リングを、サンプルの上にある上部窓材の厚さに設定
します。集光カセグレンの補正リングを、サンプルの下にある下部窓材の厚
さに設定します。

1991 年以前の Reflachromat 対物カセグレンおよび集光カセグレンの場合、
補正リングには等間隔に並んだ目盛りが付いています。それぞれの窓材の正
しい設定については、「付録 A」 ( ページ 9) の表を確認してください。

6. サンプルのシングルビームスペクトルを測定します。

a. マイクロコンプレッションセルを顕微鏡にセットします。

b. 焦点を合わせ、アパーチャーをサンプルに近付けます。

c. サンプルスペクトルを測定します。

注記  一部の 1990 年以前の Reflachromat 反射対物カセグレンには、コンプ
レッションセルの間隔に余裕を持たせるために、光学系の一番下に円錐
形の調節板があります。コンプレッションセルを使用する場合、この調
節板を取り外す必要があります。これを取り外すには、下部プレートに
ある 3 つのねじを緩めます。そのため、 0.035 インチの六角レンチ ( 赤い
ハンドル付き ) がツールキットに含まれています。
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7. バックグラウンドスペクトルを測定します 
(KBr 結晶法 )。

KBr 結晶法を選択した場合 ( バックグラウンドスペ
クトル測定法については、「付録 C」 ( ページ 13) を
参照してください )、バックグラウンドスペクトル
を実行します ( アパーチャーサイズはサンプルに使
用したのと同じサイズにします )。以前に測定した
サンプルスペクトルに対する比率。

8. バックグラウンドスペクトルを測定します ( 方
法 2: 3 つの窓材を使用する )。

3 つ目の窓材を選択した場合 ( バックグラウンド
スペクトル測定法については、「付録 C」 ( ペー
ジ 13) を参照してください )、 3 つ目の窓 ( セル
で使用されているのと同じ窓材で、最初の 2 つ
の窓の総厚さと等しいもの ) を、ねじキャップ
側面の円形戻り止め内に配置します ( たとえば、
1 mm の BaF2 窓を 2 つ使用している場合は、単
一の 2 mm BaF2 窓を使用してバックグラウンド
スペクトルを取得します )。

アパーチャーサイズを変更することなく、この
窓材をずらし、バックグラウンドスペクトルを
測定します。

以前に測定したサンプルスペクトルに対する比
率。

サン
プル

KBr 結晶

3 つ目の窓材

ベース
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ダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションセル

 ダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションセルを使用するには

4. バックグラウンドスペクトルを測定するために用いる方法を決めます ( バッ
クグラウンドスペクトル測定法については、「付録 C」 ( ページ 13) を参照し
てください )。

KBr 結晶法を選択した場合、粉末の KBr の単結晶を、ダイヤモンド窓材上の
サンプルの横で、サンプルに触れない位置に置きます。

上部ダイヤモンド窓材を直接サンプルの上に置きます。上部窓材の 2 つの穴
が、下部窓材の 2 つの穴とぴったり合うようにセットします。

注記  13 mm マウントのダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションダ
イヤモンドセル (0045-434) はこれらの説明書を使用してください。標準の 
13 mm の窓材を使用する場合は、「標準の 13 mm 窓材付きのマイクロコンプ
レッションセル」を参照してください。

1. マイクロコンプレッションセルのベースから、
上部キャップを回して外します。

2. 1 つの窓材を挿入します。

a. ベースセルの中央にある円形の開口部に、
1 つのダイヤモンド窓材をセットします。

b. O リングを下部ダイヤモンド窓材の溝に取り
付けます。

3. 窓材の間にサンプルを入れます。

a. プローブを使用して、サンプルをダイヤモン
ド窓材を中央に置きます。

キャップ

ベース

下部ダイ
ヤモンド
窓材

上部ダイヤモンド窓材

下部ダイヤモンド窓材

サンプル

Ｏ リング

注 O リングはダイヤモンドセル窓材の間に
取り付ける必要があります。もし正しく使用
されなかった場合、保証は無効になります。

注 使用するサンプルの量は、適切に平らに
ならしたり押しつぶしたりするために重要
です。サンプルの量が多過ぎると、サンプル
が厚くなり過ぎて透過測定が行えなくなり
ます。柔らかいサンプルやエラストマーサ
ンプルの場合、15 μm ～ 30 μm の粒子が理想
的です。
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6. 補正設定を行います。

Continuum には、コンプレッションセル窓材の厚さによる球面収差を補正す
る機能があります。 Continuum をお持ちでない場合は、このステップを飛ば
します。

お使いのシステムに適した設定を判断するには、ステップ 5 を参照してくだ
さい。

KBr 法をバックグラウンドスペクトルの測定に使用している場合は、対物カ
セグレンと集光カセグレンの補正設定を 1 mm に設定します。

一つの窓材を使用してバックグラウンドスペクトルを測定する場合は、対物
カセグレンの補正設定を 0 mm にし、集光カセグレンの補正設定を 1 mm に
設定します。

7. サンプルのシングルビームスペクトルを測定します。

a. マイクロコンプレッションセルを顕微鏡にセットします。

b. 焦点を合わせ、アパーチャーをサンプルに近付けます。

c. サンプルスペクトルを測定します。

8. バックグラウンドスペクトルを測定します (KBr 結晶法 )。

KBr 結晶法を選択した場合 ( 「付録 C」 ( ページ 13) を参照してください )、
バックグラウンドスペクトルを実行します ( アパーチャーサイズはサンプル
に使用したのと同じサイズにします )。

以前に測定したサンプルスペクトルに対する比率。

5. キャップを取り付けます。

ねじ山にはまるまで、キャップを慎重に回して
取り付けます。

a. サンプルの観察中は、 ( 実体顕微鏡を推奨 ) 
サンプルと KBr 結晶 ( 使用している場合 ) が
窓に触れるまでキャップを締め付けます。
これは、平らにならされているサンプルと 
KBr を観察するのに役立ちます。

一つの窓材を使用してサンプルとバックグ
ラウンドスペクトルの測定を行う場合は、
キャップを取り外します。上部窓材をそっ
と取り外します。サンプルは 1 つの窓材に
付着しています。サンプルを上に向けてそ
の窓材をベースにセットします。

注 締め付けは手でのみ行ってください。
セルのベース上でキャップを締め付ける場
合はツールを使用しないでください。
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9. バックグラウンドスペクトルを測定します ( 単一ダイヤモンド窓材を使用 )。

単一ダイヤモンド窓材で測定を選択した場合 (「付録 C」 ( ページ 13) を参照
してください )、窓材上のサンプルの横の空いた部分でバックグラウンドス
ペクトルを測定します ( アパーチャーサイズはサンプルに使用した時と同じ
サイズにします )。

ダイヤモンド窓材のクリーニング方法

13 mm マウントのダイヤモンド窓材は、 FT- 赤外顕微鏡用に設計されており、サ
ンプルを透過測定できる位置まで押しつぶすことができます。ダイヤモンド窓材
アセンブリーの寿命を延ばすために、以下に示すクリーニングに関する提案事項
はラボで役立てられます。

方法 1。綿棒、木べら、または糸くずのでないティッシュペーパーを使って表面
をきれいにします。

方法 2。方法 1 でサンプル材料を取り除けなかった場合は、蒸留水を使用する必
要があります。

方法 3。方法 1 および 2 できれいにできなかった場合は、有機溶媒の使用が必要
になることがあります。有機溶剤を少量使用する必要があります。余分な溶剤は
糸くずのでないティッシュペーパーですぐに拭き取り、ダイヤモンド窓材は乾か
す必要があります。

注意  塩素系溶剤は使用しないでください。



付録 A

Thermo Scientific マイクロコンプレッションセルとマイクロコンプレッションダイヤモンドセルキット 9

付録 A
目次

• 「球面補正」 ( ページ 9) 

• 表 1 ( 「15X Reflachromat 対物カセグレン ( 各値は印部分の概算値を表してい
ます )」 ( ページ 10))

• 表 2 ( 「32X Reflachromat 対物カセグレン」 ( ページ 10))

• 表 3 ( 「10X Reflachromat 集光カセグレン」 ( ページ 10))

球面補正

以下の表は、標準の IR 材料を使用してサンプルをのせたり覆ったりする場合の
球面収差の補正に必要とされる、分離の変更に関する概算値を確認するためのク
イックリファレンスガイドとして作成されています。これらは波長による屈折率
の変動を考慮していない概算値です。

補正機能のない対物カセグレンの場合、このステップを飛ばします。

 球面補正表を使用するには :

1. 以下のガイドラインに従って、どのカセグレン ( 対物カセグレンまたは集光
カセグレン、あるいはその両方 ) を補正するのかを判断します。

a. 窓材の上にあるサンプル : 集光カセグレンを反時計回りに回して調整しま
す。

b. 2 つの窓材の間にあるか、材料に埋め込まれているサンプル : 集光カセグ
レンを反時計回りに回し、対物カセグレンを時計回りに回して調整しま
す。

c. 窓材の下にあるサンプル : 対物カセグレンを時計回りに回して調整しま
す。

2. 対物カセグレン ( 集光カセグレン ) とサンプルの間の窓材の厚さを確認しま
す。 

該当する表の左列でこの値を見つけます。

3. 使用している窓材に適した補正を特定します。

4. 対物カセグレンや集光カセグレンの補正リングを上記の方向に回し、提案さ
れている数値の部分に合わせます ( ステップ 1 を参照してください )。

5. 顕微鏡の焦点を再び合わせます。 

必要に応じて追加で細かい補正を行います。
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1991 年以前の Reflachromat 対物カセグレンの補正表

表 1. 15X Reflachromat 対物カセグレン ( 各値は印部分の概算値を表しています )

厚さ BaF2 NaCL KBr ZnSe KRS-5

0.5 mm 3.7 3.8 3.9 3.6 3.6

1.0 mm 7.4 7.7 7.8 7.2 7.2

1.5 mm 11.1 11.5 11.6 10.7 10.8

2.0 mm 14.8 15.3 15.5 14.7 14.4

2.5 mm 18.4 19.2 19.4 17.9 18.0

3.0 mm 22.1 23.0 23.3 21.5 21.6

3.5 mm 25.8 26.8 27.1 25.0 25.2

4.0 mm 29.5 30.6 31.0 28.6 28.8

表 2. 32X Reflachromat 対物カセグレン

厚さ BaF2 NaCL KBr ZnSe KRS-5

0.5 mm 7.9 7.3 7.4 6.8 8.3

1.0 mm 14.1 14.6 14.8 13.6 13.7

1.5 mm 21.2 21.9 22.2 20.4 20.6

2.0 mm 28.3 29.2 29.6 27.2 27.4

2.5 mm 35.3 36.5 37.0 34.0 34.3

3.0 mm 42.4 43.8 44.6 40.8 41.1

3.5 mm 49.5 51.0 51.8 47.7 48.0

4.0 mm 56.5 58.3 59.2 54.5 54.9

表 3. 10X Reflachromat 集光カセグレン

厚さ BaF2 NaCL KBr ZnSe KRS-5

0.5 mm 7.4 7.7 7.8 7.2 7.2

1.0 mm 14.7 15.3 15.5 14.3 14.4

1.5 mm 22.1 23.0 23.3 21.5 21.6

2.0 mm 29.5 30.6 31.0 28.6 28.8

2.5 mm 36.9 38.3 38.8 35.8 36.0

3.0 mm 44.2 46.0 46.5 42.9 43.2

3.5 mm 51.6 53.6 54.3 50.1 50.4

4.0 mm 59.0 61.3 62.0 57.2 57.6
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• 「1991 年以前の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図」 ( ペ
ージ 11) 

• 「1991 年以降の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図」 ( ペ
ージ 12)

1991 年以前の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図

CHROMAT™ 15X 142/V NA
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1991 年以降の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図

CHROMAT™ 15X 142/V

0.17

 NA

1.0 2.0

17 01.0
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• 「バックグラウンドスペクトル測定法」 ( ページ 13) 

バックグラウンドスペクトル測定法

標準の 13mm IR 窓材付きのマイクロコンプレッションセル

標準の 13mm IR 窓付きのマイクロコンプレッションセルを使用する場合、バッ
クグラウンドスペクトルを測定するための方法には、KBr 結晶法と 3 つの窓材の
方法の 2 つの種類があります。

方法 1: KBr 結晶法

方法 2: 3 つの窓材を使用する

この方法では、サンプルのみを含むセルを組み立てることができます。 1 つの窓
材の厚さは、セル内で使用されている両方の窓材、およびねじキャップの近くに
ある戻り止めに取り付けられている同じ IR 材料の厚さと等しくなります。

たとえば、1 mm の BaF2 窓材がセル内にある場合、バックグラウンドスペクトル
の測定には 2 mm の BaF2 窓材が使用されます。

この方法では、粉末の KBr の単結晶を、窓材上のサ
ンプルの横で、サンプルに触れない位置に置く必要
があります。 

• この方法では、サンプル内の内部反射の確率を
低くして、干渉縞を防ぐことができます。 

• 赤外線窓の屈折率が空気よりもサンプルの屈折
率に近くなるために、内部反射の確率が低くな
ります。 

• サンプルによって 2 つの窓の相互接触が阻まれ
るため、 KBr の単結晶 (B1) を通じてバックグラ
ウンドをスキャンする必要があります。 

• サンプル (B2) に隣接する領域でのバックグラウ
ンドの測定では、 2 つの窓間の空隙によって (
サンプルではなくバックグラウンドで発生する
) 干渉縞が生じる場合があります。

S B1 B2
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ダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションセル

ダイヤモンド窓付きのマイクロコンプレッションセルを使用する場合、バックグ
ラウンドスペクトルとサンプルスペクトルを測定するための方法には、KBr 結晶
法と単一ダイヤモンド窓材を使用する方法と 2 つの種類があります。

方法 1: KBr 結晶法

「方法 1: KBr 結晶法」 ( ページ 13) を参照してください。

方法 2: 単一ダイヤモンド窓材を使用する方法

この方法は、復元力のないサンプルを押しつぶす場合に役立ちます。この方法
は、サンプルの復元力特性が原因で、エラストマー、ポリマー、およびゴムに対
しては有効でない場合があります。この方法では、サンプルが 2 つのダイヤモン
ド窓の間で押しつぶされ、セルが開きます。そして、ダイヤモンド窓材が分離さ
れ、サンプルの付着した窓材がホルダー内に戻されます。サンプルスペクトルを
測定した後に、窓材上のサンプルの横の空いた部分でバックグラウンドスペクト
ルを測定します。


	製品概要
	操作
	標準の 13 mm 窓材付きのマイクロコンプレッションセル
	ダイヤモンド窓材付きのマイクロコンプレッションセル
	ダイヤモンド窓材のクリーニング方法

	付録 A
	球面補正

	付録 B
	1991 年以前の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図
	1991 年以降の 15X 対物カセグレンおよび 10X 集光カセグレン一覧図

	付録 C
	バックグラウンドスペクトル測定法



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


