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安全にご使用いただくために

注意

注意は、取り扱い上、危険がある
ことを示します。正しく実行しな
かったり、指示を遵守しないと、
製品の破損や重要なデータの損失
にいたるおそれのある操作手順や
行為に対する注意を促すマークで
す。指示された条件を十分に理解
し、条件が満たされるまで、注意
を無視して先に進んではなりません。

警告

警告は、取り扱い上、危険がある
ことを示します。正しく実行しな
かったり、指示を遵守しないと、
人身への傷害または死亡にいたる
おそれのある操作手順や行為に対
する注意を促すマークです。指示
された条件を十分に理解し、条件
が満たされるまで、警告を無視し
て先に進んではなりません。
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本書では、8355, 8355 S 化学発光硫黄検出器（SCD）または 8255,    
8255 S 化学発光窒素検出器（NCD）の設置準備の要件を説明し  
ています。詳細については、GC に付属の『GC、GC/MS、および 
ALS 設置準備ガイド』を参照してください。（『Agilent GC、GC/MS  
のマニュアル、ツール』DVD を参照してください）。
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据付に必要なユーティリティ

検出器で使用するガスの種類については、12 ページの「ガスの 
供給」を参照してください。ガスボンベを新設する場合は、ボン
ベレギュレータの継手（1/4 インチオス NPT など）を、検出器に   
接続可能な 1/8 インチメス Swagelok フィッティングに変換する    
ための継手や変換ユニオンを用意する必要があります。これらの
継手は、検出器には付属していません。詳細については、GC に 
付属の『Agilent GC、GC/MS、および ALS 設置準備ガイド』を   
参照してください。
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寸法および重量

システムが届く前に、設置場所を決めておいてください。設置場
所が清潔で、障害物がなく、水平であることを確認します。必要
となる全体の高さには特に注意してください。足のない張り出し
た棚は設置場所としてふさわしくありません。表 1 を参照してく  
ださい。

さらに、検出器の真空関連の接続のため、機器後部に 25 cm 以上   
のスペースが必要です（真空ポンプホースと電気接続用）。

検出器とフォアラインポンプを接続する真空ホースの長さ
は 2.1 m です。真空ポンプの電源コードの長さは 2 m です。作業      
台が壁に接している場合、作業台の背面に直径 3.8 cm の真空   
ホース用の穴を開けてください。

1 台目の XCD は GC の右に取り付けます。2 台目の XCD は GC         
の左に取り付けます。GC の側面と検出器の間に少なくとも 
5 cm の隙間を取り、GCからの排気が適切に行われるようにして  
ください。

表 1 機器の高さ、幅、奥行き、重量

製品 高さ 幅 奥行き 重量

検出器 41.0 cm 27.0 cm 51.1 cm SCD： 22 kg 
NCD： 24 kg

機器後部に 25 cm のスペースが必要 

バーナーアセンブリ GC 上部に 18 cm のスペースが必要

エドワーズ RV5  
真空ポンプ

28 cm 18 cm 35 cm 21.5 kg 
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消費電力

表 2 は設置場所の電源要件の一覧です。

• 電力消費量や容量は、機器を設置する国によって異なります。

• 検出器で使用する電圧については検出器の電源コードのコネ
クタ付近に表示されています。

• 機器のコンセントには、専用アースが必要です。

検出器は使用する国で動作する状態でお届けしますが、表 3 に記  
載されている電圧要件と機器に表示されている電源要件を必ず
確認してください。注文した電圧オプションが据付に適さない場
合は、Agilent Technologies にご連絡ください。

ユーザーを保護するため、金属製の機器パネルとキャビネット
は、国および地域の電源要件に適合する 3 芯電源コードのアース  
線に接続されています。

正しくアースされているコンセントに 3 芯電源コードを接続す  
ることにより、機器がアースされ、感電の危険が軽減されます。
正しくアースされたコンセントとは、適切なグランドに接続され
ているコンセントのことです。コンセントが適切に接地されてい
ることを確認してください。

表 2 電源要件

電源電圧（VAC） 周波数（Hz） 最大消費電力
（VA）

コンセント定格電流

120 V 単相（±10 %）* 50/60 15 A、専用

220-240 V 単相 3 線式（±10 %） 50/60 10 A、専用

* 100 V 電源（日本）のユーザーには、120 V US 電源タイプを 100 V/120 V 昇圧トランス付きで提供します。

警告 Agilent 機器には延長コードを使用しないでください。通常、 
延長コードは十分な電力を伝送できず、安全上の問題が生
じる可能性があります。

注意 機器には適切なアース（接地）が必要です。アース導線が
正しく接続されていないと、感電事故が発生する恐れがあ
り、けがの原因になります。
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必要なコンセントの数

検出器にはコンセントが 1 個必要です。

電源プラグ

下の表 3 は、Agilent の一般的な電源プラグです。

 

表 3 電源プラグ

国 電圧 電流 ケーブル 
長さ（m）

コンセント プラグ形状

オーストラリア 240 16 2.5 AS 3112

中国 220 10 4.5 GB 1002

ヨーロッパ、韓国 220/230/240 10 2.5 CEE/7/V11

デンマーク、スイス 230 16 2.5 AFSNIT 107-2-D1

インド、南アフリカ 240 15 4.5 BS546/SABS 164-1

イスラエル 230 16、
16 AWG

2.5  イスラエル SI32
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日本 100 15 4.5 NEMA 5-15R 
(JIS 8303)

英国、香港、 
シンガポール、 
マレーシア

240 13 2.5 BS89/13

米国 120 20、12 
AWG

4.5 NEMA 5-15R

台湾、南アメリカ 20、12 
AWG

2.5 NEMA 5-15R

表 3 電源プラグ

国 電圧 電流 ケーブル 
長さ（m）

コンセント プラグ形状
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排気ベント

検出器の稼働中は、キャリアガスとバーナーアセンブリで燃焼し
たサンプルが真空ポンプから放出されます。検出器の真空ポンプ
吸気口にはオゾントラップもあります。排気に有毒性や有害性の
ある成分が残留する場合、排気はドラフトやその他の排気システ
ムに接続する必要があります。

排気システムは空気を循環させるビルの空調コントロールシス
テムに接続しないように注意してください。

排気方法については、各国や地域の環境規制および安全規制に
従ってください。環境衛生（EHS）の専門家に相談してください。
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設置環境

検出器を推奨範囲内で操作することにより、機器の最適な性能と
寿命を維持することができます。また、暖房、エアコン、通風な
どによる熱や冷気が、性能に影響する場合があります。表 4  を   
参照してください。結露がなく、非腐食性の環境を想定していま
す。この機器は、次の IEC(International Electrotechnical  
Commission）分類に適合します：安全クラス I、実験機器、設置 
カテゴリ II、汚染度 2、屋内使用。

表 4 稼動時や保管時の設置環境

製品 状態 温度範囲 湿度範囲 
（結露なし）

最大標高

検出器 通常の操作 10～40 ℃ 5～80* % 2,000 m

保管時 -40～70 ℃ 5～95 %

* 最大相対湿度は 31 ℃までは 80 %、40 ℃で 50 % の相対湿度までリニアに減少
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ガスの純度

Agilent では、キャリアガスと検出器ガスには純度 99.9995 % を    
推奨しています。表 5  を参照してください。エアーはゼログレー   
ド以上をお使いください。また、炭化水素、水、および酸素を除
去するために高品質トラップの使用を推奨します。

オゾン発生器ガスの水分によって検出器が損傷する場合があり
ます。Agilent では、オゾン発生器ガス供給には水分トラップの 
使用を強く推奨します。

表 5 検出器ガスの純度

検出器ガス 純度 注記

水素 99.9995 % SFC グレード

エアー 
（酸化ガス、オゾン発生器）

99.9995 %

酸素（酸化ガス、オゾン発生器） 99.9995 %



12 設置準備

設置準備

ガスの供給

一般要件

検出器へのガス供給にはボンベ、集中配管システム、あるいはガ
ス発生装置を使用します。ボンベを使用する場合は禁油のステン
レス製ダイヤフラム付きのレギュレータが必要となります。検出
器のガス接続は 1/8 インチの Swagelok です。 

表 6 は使用可能な Agilent レギュレータの一覧です。すべての    
Agilent レギュレータに 1/8 インチ Swagelok のメスコネクタが     
付属しています。

ransfer
Line

V acuum
V acuum AC OutAC In

120/240 AC
50/60 Hz
800W Max

Base Heater

Burner Heater

Oxidizer

GC

1/8  
Swagelok 

注記 検出器に必要な各ガスに 1/8 インチ Swagelok のメスコネクタが接    
続できるようガス供給配管・レギュレータを準備してください。 
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表 7 は検出器の供給圧力（最小－最大）です。これは、検出器背  
面のバルクヘッド継手部分の圧力です。

検出器モジュールへの最低供給圧力は、メソッドで使用する圧力
よりも 138 kPa（20 psi）は高くなるように設定してください。た   
とえば、メソッドで 138 kPa（20 psi）の圧力を必要とする場合、   
供給圧力は 276 kPa（40 psi）以上にする必要があります。

表 6 ボンベ用レギュレータ

ガスタイプ CGA 番号 最大圧力 部品番号

エアー 346 882 kPa（125 psig、8.6 bar） 5183-4641

水素、アルゴン/メタン 350 882 kPa（125 psig、8.6 bar） 5183-4642

酸素 540 882 kPa（125 psig、8.6 bar） 5183-4643

表 7 検出器への供給圧力

検出器への供給圧力、kPa（psi）

水素 240–690（35–100）

酸化ガス（エアーまたは酸素） 380–690（55–100）

オゾン発生器ガス 
（エアーまたは酸素）

380–690（55–100）



Agilent Technologies

 


	設置準備
	据付に必要なユーティリティ
	寸法および重量
	消費電力
	必要なコンセントの数
	電源プラグ

	排気ベント
	設置環境
	ガスの純度
	ガスの供給
	一般要件




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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>
    /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 7.0 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 [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




