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デバイスの機能

図 1    正面図

項目 名前 説明
1 タッチ スクリーン 本デバイスの操作に必要なすべての情報が表示されます。
2 前面カメラ 写真やビデオを撮影します ( 一部のモデルで使用可能 )。
3 レシーバ ハンドセット モードでのオーディオ再生に使用します。
4 マイク スピーカフォン モードでの通信に使用します。
5 出力ウィンドウ イメージャを使用したデータ収集に使用します ( 一部のモデルで

使用可能 )。
6 電源ボタン ディスプレイをオン / オフにします。長押しして本デバイスをリ

セットまたは電源をオフにします。
7 近接 / 光センサ ハンドセット モードでディスプレイをオフにするために、近接状

態を判別します。
ディスプレイ バックライトの輝度をコントロールするために、
周辺光を判別します。

8 データ収集 LED データ収集ステータスを示します。
9 充電 / 通知 LED 充電中のバッテリ充電状態と、アプリケーションから生成された

通知を示します。
10 スキャン ボタン データ収集を開始します ( プログラム可能 )。
11 音量上 / 下ボタン オーディオの音量を上げ下げします ( プログラム可能 )。

1

2

4
3

5
6

7
9

10

11

8

3



EC50/EC55 エンタープライズ コンピュータ クイック スタート ガイド
図 2    背面図

項目 名前 説明
12 標準バッテリ 標準バッテリ容量を提供します。
13 カメラ フラッシュ カメラの照明として使用します。
14 背面カメラ 写真やビデオを撮影します。
15 マイク 雑音消去機能に使用します。
16 NFC アンテナ 他の NFC 対応デバイスとの通信に使用します。
17 トリガ ハンドル 

マウント
トリガ ハンドルの電気接点 (0、2、または 8 ピン ) と取り付けに
使用します。

18 SD/SIM カード ドロワ microSD カードと SIM カードへのアクセスに使用します。
19 スキャン ボタン データ収集を開始します ( プログラム可能 )。
20 プログラム可能ボタン 通常、PTT 通信に使用します。規制上の制限がある場合 1、

ボタンは他のアプリケーションで使用できるように設定でき
ます。

21 マイク ハンドセット モードでの通話に使用します。
22 ハンド ストラップ 

マウント
ハンド ストラップおよびストラップ アクセサリ用の取り付けポ
イントになります。

23 USB-C コネクタ USB ホスト、クライアント通信、ケーブルおよびアクセサリを介
したデバイス充電に使用します。

24 充電コネクタ クレードルを介したデバイス充電に使用します。
25 スピーカ ビデオおよび音楽再生の場合に、音声を出力します。スピーカ

フォン モードで、音声を出力します。
26 拡張バッテリ 拡張バッテリ容量を提供します。
1 パキスタン、カタール 
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本デバイスのセットアップ
本デバイスを初めて使用する際には、次のことを行います。

1. micro Secure Digital (SD) カードを取り付けます ( オプション )。

2. nanoSIM カードを取り付けます (EC55 のみオプション )。

3. 本デバイスを充電します。

4. 本デバイスの電源をオンにします。

microSD カードの取り付けまたは交換

microSD カード スロットを不揮発性のセカンダリ ストレージとして使用できます。詳細については、
カードに添付されているマニュアルを参照し、メーカー推奨の使用方法に従ってください。

注意 : microSD カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する適切な注意事項に従ってくださ
い。ESD に関する適切な注意事項には、ESD マット上での作業や、作業する場合の適切な接地などが記
載されています。

1. 爪またはプラスチック製の工具で、SD/SIM カード ドロワを引き出します。

2. 本デバイスから、SD/SIM カード ドロワを取り外します。

1 爪またはプラスチック製の工具による SD/SIM カード ドロワへのアクセス

1
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3. SD/SIM カード ドロワに microSD カードを挿入するか、microSD カードを交換します。

4. SD/SIM カード ドロワを本デバイスに挿入します。

5. SD/SIM カード ドロワを本デバイスに押し込んで、しっかりと入っていることを確認します。

SIM カードの取り付けまたは交換

注 : nanoSIM カードのみを使用してください (EC55 のみ )

注意 : SIM カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する適切な注意事項に従ってください。
ESD に関する適切な注意事項には、ESD マット上での作業や、作業する場合の適切な接地などが記載さ
れています。

1. 爪またはプラスチック製の工具で、SD/SIM カード ドロワを引き出します。

1 爪またはプラスチック製の工具による SD/SIM カード ドロワへのアクセス
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2. デバイスから、SD/SIM カード ドロワを取り外します。

3. SIM カードを SD/SIM カード ドロワに挿入します。

4. SD/SIM カード ドロワをデバイスに挿入します。

5. SD/SIM カード ドロワをデバイスに押し込んで、しっかりと入っていることを確認します。

デバイス充電
本デバイスを初めて使用する場合は、まず充電 / 通知 LED が緑色に点灯するまで、本デバイスを充電しま
す。本デバイスを充電するには、ケーブルまたはクレードルを使用して適切な電源に接続します。 

本デバイスの充電 / 通知 LED は、デバイス充電の状態を示します。デバイス充電の状態については、
8 ページの表 1 を参照してください。Zebra クレードルまたは電源を使用して本デバイスを充電する場合、
標準バッテリは、完全に空になっている状態から 2 時間以内に 90% まで充電されます。拡張バッテリは、
完全に空になっている状態から 3 時間以内に 90% まで充電されます。

注 : 多くの場合、日常的な使用に対しては 90% までの充電で充分です。

最も速く充電するには、Zebra の充電アクセサリのみを使用してください。本デバイスは室温で充電して
ください。
7
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充電インジケータ

充電温度
バッテリは、5 ～ 40°C (41 ～ 104°F) の温度で充電してください。本デバイスまたはクレードルでは常に、
安全かつ適切な方法で充電が行われます。高温時 ( 約 37°C 以上 (98°F 以上 ) など ) には、本デバイスま
たはクレードルでは、バッテリを適切な温度に保つため、短時間でバッテリ充電を中止したり再開したり
することがあります。異常な温度のために充電が無効になった場合は、本デバイスおよびクレードルの
LED で示されます。

本デバイスの充電
本デバイスは、充電クレードルまたは充電ケーブルを使用して充電してください。本デバイスで使用可能
なアクセサリの詳細については、「アクセサリ」を参照してください。

充電クレードルを使用して本デバイスを充電するには、次の手順に従います。

1. 本デバイスを充電スロットに挿入します。

2. 本バッテリが正しく挿入されていることを確認します。

表 1    充電 / 通知 LED 充電インジケータ 

状態 意味
消灯 デバイスは充電されていません。デバイスが正しくクレードル

にセットされていないか、電源に接続されていません。充電器 /
クレードルに電源が供給されていません。

黄色でゆっくりと点滅 
(4 秒に 1 回点滅 )

デバイスは充電中です。

赤色でゆっくりと点滅 
(4 秒に 1 回点滅 )

デバイスは充電中ですが、バッテリの寿命が近づいています。

緑色で点灯 充電が完了しました。
赤色で点灯 充電を完了しましたが、バッテリの寿命が近づいています。
黄色で速く点滅 (1 秒に 2 回点滅 ) 充電エラーです。次のような場合にこの状態になります。

• 温度が低すぎるか高すぎる。

• 充電完了までの時間が長すぎる ( 通常は 8 時間 )。
赤色で速く点滅 (1 秒に 2 回点滅 ) 充電エラーですが、バッテリの寿命が近づいています。次のよ

うな場合に、この状態になります。

• 温度が低すぎるか高すぎる。

• 充電完了までの時間が長すぎる ( 通常は 8 時間 )。
8
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アクセサリ
注意 : 本デバイスの『Product Reference Guide』に記載されている、バッテリの安全に関するガイドライ
ンに従っていることを確認してください。

本デバイスを充電するには、次のアクセサリのいずれかを使用します。

表 2    アクセサリ 

アクセサリ 部品番号 説明
1 スロット充電専用
クレードル

CRD-EC5X-1SCU-01 充電専用のデバイスが提供されています。
USB-C ケーブル (CBL-TC5X-USBC2A-01) 
および電源 (PWR-WUA5V12W0xx) が必要
です。

1 スロット USB/ イーサ
ネット クレードル

CRD-EC5X-1SCUE-01 デバイス充電および通信に使用します。
電源 (PWR-BGA12V50W0WW) および DC 
ライン コード (CBL-DC-388A1-01) が必要
です。

4 スロット充電専用
クレードル

CRD-EC5X-4SCO-01 最大 4 台のデバイスを充電します。電源 
(PWR-BGA12V108W0WW)、DC ライン 
コード (CBL-DC-381A1-01)、および国別の 
AC ライン コードが必要です。

4 スロット充電専用
ロック クレードル

CRD-EC5X-4SCOL-01 最大 4 台のデバイスを充電します。電源 
(PWR-BGA12V108W0WW)、DC ライン 
コード (CBL-DC-381A1-01)、および国別の 
AC ライン コードが必要です。

1 スロット ワークステー
ション クレードル

CRD-EC5X-1SWS-01 デバイス充電、イーサネット通信に使用
し、0.5 A USB ポート x 3、1.5 A USB 
ポート x 1、および HDMI ポート x 1 を提
供します。電源 (PWR-BGA12V50W0WW) 
および DC ライン コード 
(CBL-DC-388A1-01) が必要です。

5 スロット イーサネット 
クレードル

CRD-EC5X-SE5ET-01 最大 5 台のデバイス充電、イーサネット通
信に使用し、イーサネット ポート x 2 を提
供します。電源 (PWR-BGA12V108W0WW) 
および DC ライン コード 
(CBL-DC-381A1-01) が必要です。

USB-C 通信充電ケーブル CBL-TC5X-USBC2A-01 USB-A から USB-C への通信とデバイスへ
の電力供給を行います。
9
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1 スロット充電専用クレードル

1 充電スロット

1
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1 スロット USB/ イーサネット クレードル
図 3    正面図

図 4    背面図

1 充電スロット

1 RJ-45 ポート
2 USB-C ポート
3 DC 電源ポート
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4 スロット充電専用クレードル

1 充電スロット

1

12



EC50/EC55 エンタープライズ コンピュータ クイック スタート ガイド
4 スロット充電専用ロック クレードル

項目 名前 説明
1 電源 LED 電源が各クレードル スロットに接続されていることを示します。

1
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1 スロット ワークステーション クレードル
図 5    正面左側図

項目 名前 説明
1 充電スロット 充電中に本デバイスを固定します。
2 電源 LED 電源がクレードルに接続されていることを示します。
3 1.5 A USB ポート マウスまたはキーボード用、あるいは個人用モバイルデバイ

ス用 USB Type-A ポート。
4 0.5 A USB ポート マウスまたはキーボード用 USB Type-A ポート。

1
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図 6    背面右側図

項目 名前 説明
5 イーサネット ポート イーサネット ネットワークに接続します。
6 HDMI ポート モニタに接続します。
7 電源ポート クレードルに電源を供給します。
8 USB Type A ポート マウスまたはキーボード用の接続。
9 USB Type A ポート マウスまたはキーボード用の接続。
10 Kensington スロット Kensington ロック システムでクレードルを固定するための接

続ポイント。

8
9

10

567
15



EC50/EC55 エンタープライズ コンピュータ クイック スタート ガイド
5 スロット イーサネット クレードル
図 7    5 スロット イーサネット クレードル

項目 名前 説明
1 充電スロット 充電中に本デバイスを固定します。
2 1000 LED 1Gbps の転送速度を示します。
3 100/10 LED 100 または 10Mbps の転送速度を示します。

1

2
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USB-C 通信充電ケーブル
USB-C ケーブルをデバイスの下部に差し込みます。デバイスを接続すると、充電、ホストコンピュータ
へのデータ転送、USB 周辺機器の接続が可能になります。

内部イメージャでのスキャン
バーコードを読み取るには、スキャン対応アプリが必要です。本デバイスには、ユーザーがイメージャで
バーコード データを読み取ったりバーコード コンテンツを表示したりできる、DataWedge アプリが含ま
れています。

内部イメージャでスキャンするには、次の手順に従います。

1. アプリが本デバイスで開かれていることと、テキスト フィールドがフォーカスされている ( テキスト
カーソルがテキスト フィールドにある ) ことを確認します。
17
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2. 本デバイスの上部にある出力ウィンドウをバーコードに向けます。

3. スキャン ボタンを長押しします。
白色の照明とともに、照準を合わせるための緑色の照準ドットが照射されます。

注 : 本デバイスがピックリスト モードの場合、十字または照準ドットがバーコードに当たるまでイメー
ジャはバーコードを読み取りません。

4. 白色の照明が照射されている領域にバーコードが納まっていることを確認します。緑色の照準ドット
により、明るい照明条件でもよく見えます。

図 8    照準パターン

図 9    ピック リスト モード : 複数のバーコードがある場合

5. データ収集 LED が緑色で点灯し、デフォルト設定の場合はビープ音が鳴って、バーコードの読み取
りが正常に完了したことを示します。

6. スキャン ボタンを離します。
18
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注 : イメージャの読み取りは通常、瞬時に行われます。精度の悪いまたは読み取りづらいバーコードの場
合は、スキャン ボタンを押し続けると、デジタル写真 ( 画像 ) を撮影する手順が繰り返されます。

7. バーコード コンテンツ データが、テキスト フィールドに表示されます。
19
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人間工学に関する考慮事項
注意 : 手首を極端に曲げないでください。
20



www.zebra.com


	デバイスの機能
	本デバイスのセットアップ
	microSD カードの取り付けまたは交換
	SIM カードの取り付けまたは交換

	デバイス充電
	充電インジケータ
	充電温度

	本デバイスの充電
	アクセサリ
	1 スロット充電専用クレードル
	1 スロット USB/イーサネット クレードル
	4 スロット充電専用クレードル
	4 スロット充電専用ロック クレードル
	1 スロット ワークステーション クレードル
	5 スロット イーサネット クレードル
	USB-C 通信充電ケーブル
	内部イメージャでのスキャン
	人間工学に関する考慮事項


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /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 false
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 (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 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


