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エコノロガーとは

消費されている電力を目で見える形
にしてくれる便利なシステムです。

昨今、節電が叫ばれて努力はして
いますが、なかなか効果が実感でき
ません。それは、消費電力が目に見
えないからです。

このたびは、エコノロガーをお買い上げいただき、
ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い

ください。

これからは、エコノロガーによって消費電力がわかって
きます。
どこを節電すべきなのかがはっきりと見えてきます。

はじめに
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節電効果

本説明書は、『エコノロガー』に関する概略説明書です。
主に設置に必要な機器及び取り扱いに関して記載してあります。
ソフトウェアの詳細に関しては、『インストールCD』に含まれている

取扱説明書（PDF）をご覧ください。

かしこく節電

白熱電球をＬＥＤ電球に変えたから節電、
エアコンを買い換えたから節電、ではどの
程度？
そうです。節電効果は電気代が請求され

るまでわかりません。本当に無駄なところ
が節電されたのか？

節電するなら、節電効果が常にわかるよ
うにしましょう。

節電とは、我慢することではありません。
無駄な消費電力を抑えることです。
何が無駄だったのか？
それは今から見えてきます。

これから、エコノロガーで本当に無駄な
ところを節電してください。
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エコノロガー配線イメージ
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無線LANの場合

測定ユニット

パソコン

電圧センサ（VT）

電流センサ（CT）

通信ユニット

※ 有線LANの場合は、パソコンと通信ユニットをLANケーブルで接続します。

無線LAN子機

無線LAN親機

有線LANの場合



エコノロガーインストールCD

通信ユニット (注1)

測定ユニット (注2)

電圧センサ(VT)

電流センサ(CT) (注2)

通信<->測定ユニット接続ケーブル

注1) １００Ｖ用、２００Ｖ用があります。
注2) ３０Ａ用、５０Ａ用、１００Ａ用、２００Ａ用、４００Ａ用があります。

標準構成

別途構成

エコノロガー機器構成

表示・設定用パソコン (Windows搭載PC)

無線LAN (親機・子機)
※ 有線LANの場合、LANケーブル・ハブ等

『エコノロガー』WEBサーバ用・アプリケーション
　　（スマートフォン等で状態表示が可能になります）

拡張構成

パソコン必須条件

搭載ＯＳ　　WindowsXP(SP3)以降
　　（『Windows Update』にて最新の状態にしてください）

ＣＰＵ　　　Core 2 Duo 1.2GHz 以上

メモリ 2GB 以上

ＨＤＤ　　　250GB 以上
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【型式：　ELMU
【型式：　ELCU

【型式：　ELVS

【型式：　ELCS

【型式：　ECL-W01

】
】

】

】

】



①

②

ステップ１．設置 設置前準備
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②MODE → ②MODE → ②MODE →

②MODE → ②MODE → ②MODE →

ID
x10     x1

MODE

０ １ ２

３ ４ ５

L1  N  L2

L1  N  L2

L1  N  L2

L1  N  L2 R  S  T

L1  N  L2



測定ユニット上のロータリスイッチ(ID)で、ID番号を設定します。　
同じ通信ユニット上では、異なるID番号を設定する必要が
あります。
左側（x10）で10の位を、　右側（x1）で1の位を設定します。
設定可能なID番号は、１～６３です。

測定ユニット上のロータリスイッチ(MODE)で、
ＣＴの接続方法を設定します。
設定可能なMODE番号は、０～５です。
接続方法には、次の６つがあります。

設定手順

０ 【単相３線式 100V】
CT1と3を黒線（L1）に、CT2と4を黒線（L2）に接続

１ 【単相３線式 100V　／　単相２線式 100V】
すべてのCTを黒線（L1）に接続

２ 【単相３線式 100V】
すべてのCTを黒線（L2）に接続

３ 【単相３線式 200V　／　単相２線式 200V】
すべてのCTを赤線（L1）に接続

４ 【単相３線式 100V／200V（３極数ブレーカ）】
CT1と3を赤線（L1）に、CT2と4を黒線（L2）に接続

５ 【三相３線式 200V】
CT1と3を赤線（R）に、CT2と4を黒線（T）に接続
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①

②



単相2線式 100V / 200V

★注意★
●CT設置の際は、正しい取付方向（K：給電側 L：負荷側）で設置してください。

取付方向を間違えた場合、電力測定が正しく行えません。

●CT取付けの際は、コア断面にゴミ等が付着しないように注意してください。
また、コア断面には絶対に触れないでください。

●フックを開け各相にクランプ後、カチッと音がするまで確実に閉じてください。
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①

②

③
④

⑤

⑥ ⑦

⑧
⑨

電流センサ（ＣＴ）

ＣＴ1  ＣＴ2  ＣＴ3  ＣＴ4
電圧センサ（ＶＴ）

測定ユニット

無線LAN

通信ユニット

ACアダプタ

P1

K
L

L1

N



取り付け手順

電力測定するブレーカを落とします。
※安全のために必ず電源を切ってください。

ＶＴのIN側を電源を切ったブレーカに接続します。
※ＶＴは主幹線の電圧を入力する機器です。
※接続するブレーカは問いません。
※空ブレーカに接続することを推奨します。

通信ユニットを盤内に取り付けます。
次に、VTのOUT側をP1に接続します。

測定ユニットを盤内に取り付けます。
次に、CTをCT1～4に接続します。
各ユニットは、環境に合わせて取り付けてください。
例）
○金属製盤の場合、マグネットで取り付けます。

○樹脂製盤の場合、マジックテープで取り付けます。

○スペースがない場合、配線等に結束バンドで取り付けます。

ＣＴを設定したMODEに合わせてブレーカに取り付けます。
※黒線（100Vの場合）もしくは赤線（200Vの場合）に
取り付けます。

通信ユニットに測定ユニット接続用ケーブルを接続します。
次に、通信ユニットからきている測定ユニット接続用ケーブルを
測定ユニ ットに接続します。

通信ユニットにＡＣアダプタを接続します。

盤内のＡＣタップにACアダプタを接続します。

通信ユニットにＬＡＮケーブルを接続し、無線LANと接続します。

①
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②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



単相3線式 100V / 200V

★注意★
●CT設置の際は、正しい取付方向（K：給電側 L：負荷側）で設置してください。

取付方向を間違えた場合、電力測定が正しく行えません。

●CT取付けの際は、コア断面にゴミ等が付着しないように注意してください。
また、コア断面には絶対に触れないでください。

●フックを開け各相にクランプ後、カチッと音がするまで確実に閉じてください。
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①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

電流センサ（ＣＴ）

ＣＴ1  ＣＴ2  ＣＴ3  ＣＴ4

電圧センサ（ＶＴ）

測定ユニット

無線LAN

通信ユニット

ACアダプタ

P1

K
L

P2

L1

N

L2



取り付け手順

電力測定するブレーカを落とします。
※安全のために必ず電源を切ってください。

ＶＴのIN側を電源を切ったブレーカに接続します。
※ＶＴは主幹線の電圧を入力する機器です。
※接続するブレーカは問いません。
※空ブレーカに接続することを推奨します。

通信ユニットを盤内に取り付けます。
次に、VT（L1-N）のOUT側をP1に、VT（L2-N）のOUT側をP2に
接続します。

測定ユニットを盤内に取り付けます。
次に、CTをCT1～4に接続します。
各ユニットは、環境に合わせて取り付けてください。
例）
○金属製盤の場合、マグネットで取り付けます。

○樹脂製盤の場合、マジックテープで取り付けます。

○スペースがない場合、配線等に結束バンドで取り付けます。

ＣＴを設定したMODEに合わせてブレーカに取り付けます。
※極数が２つの時は、黒線（100Vの場合）
もしくは赤線（200Vの場合）に取り付けます。

※極数が３つの時は、赤線と黒線にそれぞれ取り付けます。

通信ユニットに測定ユニット接続用ケーブルを接続します。
次に、通信ユニットからきている測定ユニット接続用ケーブルを
測定ユニ ットに接続します。

通信ユニットにＡＣアダプタを接続します。

盤内のＡＣタップにACアダプタを接続します。

通信ユニットにＬＡＮケーブルを接続し、無線LANと接続します。
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



三相3線式 200V

★注意★
●CT設置の際は、正しい取付方向（K：給電側 L：負荷側）で設置してください。

取付方向を間違えた場合、電力測定が正しく行えません。

●CT取付けの際は、コア断面にゴミ等が付着しないように注意してください。
また、コア断面には絶対に触れないでください。

●フックを開け各相にクランプ後、カチッと音がするまで確実に閉じてください。
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①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

電流センサ（ＣＴ）

ＣＴ1  ＣＴ2  ＣＴ3  ＣＴ4

電圧センサ（ＶＴ）

測定ユニット

無線LAN

通信ユニット

ACアダプタ

P1

K
L

P2

R

S

T



取り付け手順

電力測定するブレーカを落とします。
※安全のために必ず電源を切ってください。

ＶＴのIN側を電源を切ったブレーカに接続します。
※ＶＴは主幹線の電圧を入力する機器です。
※接続するブレーカは問いません。
※空ブレーカに接続することを推奨します。

通信ユニットを盤内に取り付けます。
次に、VT（R-S）のOUT側をP1に、VT（T-S）のOUT側をP2に
接続します。

測定ユニットを盤内に取り付けます。
次に、CTをCT1～4に接続します。
各ユニットは、環境に合わせて取り付けてください。
例）
○金属製盤の場合、マグネットで取り付けます。

○樹脂製盤の場合、マジックテープで取り付けます。

○スペースがない場合、配線等に結束バンドで取り付けます。

ＣＴをブレーカに取り付けます。
※赤線と黒線にそれぞれ取り付けます。

通信ユニットに測定ユニット接続用ケーブルを接続します。
次に、通信ユニットからきている測定ユニット接続用ケーブルを
測定ユニ ットに接続します。

通信ユニットにＡＣアダプタを接続します。

盤内のＡＣタップにACアダプタを接続します。

通信ユニットにＬＡＮケーブルを接続し、無線LANと接続します。
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



設置状況リスト
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エコノロガー設置状況リスト

分電盤名：

M/A：

通信ユニット名：

IPアドレス：

測定電力：

●通信ユニット

●測定ユニット 単相 2線式(100V) ・・・ MODE = “1”

単相 2 or 3線式(100V)　／　単相 2 or 3線式(200V)

単相 2 or 3線式(200V) ・・・ MODE = “3”

単相 3線式(100V) ・・・ MODE = “0” or “1” or “2”

ID 測定ユニット名 CT ブレーカ名（測定項目名）
CT1
CT2
CT3
CT4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT1
CT2

事務所

00FF01

事務所_通信ユニット1

192.168.0.1

１

２

３

測定ユニット1

測定ユニット3

測定ユニット2

事務室_照明_1
事務室_照明_2
応接室_照明
倉庫_照明
事務室_コンセント_1
事務室_コンセント_2
応接室_コンセント
倉庫_コンセント
事務室_空調_1
事務室_空調_2
応接室_空調
倉庫_空調

記入例

①

②

③

④

⑤

⑥



設置状況リストを作成

分電盤へ設置した状況を、あとでパソコンのデータベースへ
登録する為に、分電盤内の通信ユニット毎に設置状況リストを
作成します。
同梱の『エコノロガー設置状況リスト』が、ブレーカの種類別に
２種類ありますので、必要に応じてコピー、又は、インストール
CD内のファイル『エコノロガー設置状況リスト』を印刷してお使い
ください。

設置した分電盤名を記入します。
※識別可能な、固有の名称をつけてください。

通信ユニットの裏に記載されている『M/A:』の6桁のコードを
記入します。

通信ユニットの名称を記入します。
※識別可能な、固有の名称をつけてください。

通信ユニットに設定するIPアドレスを記入します。
※複数の通信ユニットがある場合は、異なるIPアドレスを
つけてください。

通信ユニットに接続された測定ユニットで測定する
電力の種類を○で囲みます。

通信ユニットに接続された測定ユニット毎に、ロータリスイッチ
で設定したID（１～６３）、測定ユニット名、CT１～４と接続した
ブレーカ名（測定項目名）を記入します。
※極数が３つのブレーカの場合、CT１&CT２、CT３&CT４で、
それぞれ名称をつけてください。
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①

②

③

④

⑤

⑥



ステップ２．インストール 一括インストール

エコノロガー
インストールＣＤ

Windows搭載パソコン
(パソコン必須条件を参照)

①

②

③

④

⑤
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EconoLogger
エコノロガーインストールＣＤ

ＤｉｓｃＶｏｌ.１．０



パソコンに『エコノロガーインストールＣＤ』をセットします。

『エコノロガー』アプリケーションインストールが起動し、
インストール選択画面が表示されます。

※インストール選択画面が表示されない場合は、
　ＣＤドライブを開き、『setup.exe』をダブルクリック
してインストールを起動してください。

※一台のＰＣで電力測定を行う場合は、一括インストール
が便利です。

『一括インストール』を選択します。

実行の確認メッセージが表示されますので、『はい(Y)』を
選択します。

※アプリケーションソフトのインストールが順番に実行
されていきます。ソフトの詳細に関しては、エコノロガー
インストールＣＤ内の取扱説明書をご覧ください。

全てのインストールが終了したら、『パソコン再起動』を
選択します。

※再起動しないと正常に動作しません。

インストール手順
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①

②

③

④

⑤



データベース

③

④

⑤

①

②

【Denryoku1と入力】 【チェックを外す】

⑦

⑥

【チェックする】

『PostgreSQLに関して』
PostgreSQLはデータ

ベースソフトであり、
PostgreSQLライセンスに
基づいて無償で利用する
ことができます。
http://
www.postgresql.org/
about/licence/
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インストールは表示されるメッセージに従って、【Next】や
【次へ】を選択していきます。
メッセージの途中で、パスワード等の入力や一部設定を
変更する必要があります。

『PostgreSQL9.1』時

データベース(PostgreSQL)の管理者パスワードを入力する
必要があります。ここでは、【Denryoku1】(先頭は大文字、末尾
は数字、それ以外は全て小文字)と入力します。

オプションソフトをダウンロードするかを問われますが、必要
ありませんのでチェックを外して次に進みます。

『電力データベース初期化』時

『電力データベース初期化』では全てのデータが初期値に
戻ってしまいます。誤操作により、データが初期値に戻らない
ように、最初の状態では【いいえ】が選択されています。
初回インストール時は、【はい】を選択して 初期化を実行して
ください。

『PostgreSQL ODBC』時

同意書を確認後、チェックをして次に進みます。

インストール時の変更点
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Portions Copyright (c) 1996-2012, The PostgreSQL Global Development Group

Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.



ステップ３．ＩＰアドレス設定

①

②

③

④

⑤

【ＩＰアドレス】
通信ユニットを認識するためのネットワーク上の
アドレスです。

【データベース】
データを蓄積・検索する仕組みであり、エコノロガー
では通信ユニットのＩＰアドレスと設置場所が記録され
ます。

192.168.xxx.xxx

【M/A】
通信ユニット固有のコードです。
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設定手順

『ロガー端末管理ソフト』を起動します。
起動手順
　『スタート』-『すべてのプログラム』-『ＥＬＭ』-
　『エコノロガー』-『ロガー端末管理ソフト』

『ロガー端末管理ソフト』の画面が表示されます。
画面には、『登録状況』と『新規購入』があり、
タブで選択します。

『新規購入』を選択し、検索ボタンを選択します。
設置された通信ユニットの一覧がＩＰアドレスとともに
表示されます。
(初期値は 192.168.0.100が表示されます)

設置場所を入力し、データベース登録ボタンを選択します。

『登録状況』を選択すると、登録された内容が表示されます。
通信ユニットのＩＰアドレスを変更する際は、ＩＰアドレスを変更
してＩＰアドレス更新ボタンを選択します。
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ステップ４．環境設定 名称登録
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環境に合わせた名称を登録

お使いいただく環境に合わせた名称を登録します。
初期値としてサンプル名称が登録されています。
登録内容の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

【分電盤登録】
測定する分電盤の名称を登録します。

【通信ユニット】
設置した通信ユニットに対して名称やコード、設定した
ＩＰアドレス等を登録します。

【測定ユニット】
設置した測定ユニットの名称やコード等を登録します。

【分類名】
電力測定した内容は分類名毎に集計されて表示されます。
その分類名称を登録します。
　（例：用途、エリアなど）

【分類項目】
分類された電力測定項目の内訳名称を登録します。
　（例：分類名:用途の場合

分類項目:照明、空調、コンセントなど）
　（例：分類名:エリアの場合

分類項目:１階事務所、２階作業場など）
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組み合わせ登録

⑧
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組み合わせを登録

設置した通信ユニットや測定ユニットの組み合わせや、
分電盤・分類などの組み合わせを登録します。
登録内容の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

【測定項目登録】
ＣＴを取り付けたブレーカ毎の名称を測定項目として
登録します。
　（例：1階事務所_照明、1階事務所_空調、コンセント、など）

【測定ユニットと測定項目の関連づけ】
測定ユニットと測定項目の組み合わせを登録します。

【アプリケーション設定】
エコノロガー管理ソフトのトップ画面に表示されている
電力メーターの表示値を設定します。
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ステップ５．測定表示
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測定表示の内容

『エコノロガー管理ソフト』で表示される内容は次のように
なります。詳細は、取扱説明書をご覧ください。

現在の電力値が表示されます。

現在の電力メーターが表示されます。

集計値が表示されます。

電力推移グラフが表示されます。
クリックすることで、詳細なグラフ表示が可能になります。

分類・分類項目別の電力値が表示されます。
分類項目をクリックすることで、その内訳を詳細に見ること
ができます。

別のアプリケーションソフト(表計算等)で電力値を処理できる
ようにＣＳＶ出力を行います。

電力状況に関して特記しておくことが発生した場合に、
状況をメモ登録することができます。

※電力値が表示されない時の確認事項

○無線LAN等のネットワーク接続を確認
　（通信ユニットと接続できているかなどを確認します）

○管理ソフト上に異常を示す表示が出ていないか
　（通信ユニットとVT、測定ユニットとCTや各ユニット間の接続を確認します）

○パソコン起動後すぐの状態ではないか
　（測定値収集中の場合があります）

詳細は、インストールＣＤ内の取扱説明書(PDF)をご覧ください。

-26-

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



2013年 6月 第1.2版

〒 897-1124 鹿児島県南さつま市加世田宮原2398番地
TEL (0993) 53-6930 FAX (0993) 53-7160
http://www.elm.co.jp

EconoLogger
セットアップマニュアル


	セットアップマニュアル
	はじめに
	エコノロガー配線イメージ
	ステップ１．設置
	設置前準備
	単相2線式 100V / 200V
	単相3線式 100V / 200V
	三相3線式 200V
	設置状況リスト

	ステップ２．インストール
	一括インストール
	データベース

	ステップ３．IPアドレス設定
	ステップ４．環境設定
	名称登録
	組み合わせ登録

	ステップ５．測定表示



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




