
VGA-UHDSP2 VGA-UHDSP4

VGA-UHDSP8

4K2K対応HDMI分配器
取扱説明書

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、
お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

VGA-UHDSP2
VGA-UHDSP4
VGA-UHDSP8

最初に
ご確認

  ください。
セット内容(VGA-UHDSP2/4)

●分配器本体
●HDMIケーブル（1.8m）
●ACアダプタ
●取扱説明書・保証書(本書)

１台
1本
　１個
１部

……………………
………

……………………
……

セット内容(VGA-UHDSP8)

●分配器本体
●HDMIケーブル（1.8m）
●ACアダプタ
●サーバーラック取付金具
●ゴム足
●取扱説明書・保証書(本書)

１台
1本
１個
1式
4個
１部

……………………
………

……………………
……

…………………………
……

型番

シリアルナンバー

保証書

お名前

ご住所

販売店名・住所・TEL

保証期間　　1年　　お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

〒

TEL

担当者名

お
客
様

販
売
店

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があ
りました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店ま
でお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　①保証書をご提示いただけない場合。　
　②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　⑥譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしか
ねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないもの
とします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及
び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これ
らの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証規定

VGA-UHDSP2・UHDSP4・UHDSP8

TEL.092-471-6721  FAX.092-471-8078

TEL.011-611-3450  FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638  FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031  FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310  FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル
名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋市中村区椿町 1 6 - 7カジヤマビル
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

BF/AE/NSDaAt



はじめに…
この度は4K2K対応HDMI分配器VGA-UHDSP2/4/8をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台/4台/8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプ
レイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できるHDMI分配器です。

特長

各部の説明

仕様

フロントパネル

バックパネル

フロントパネル

バックパネル

VGA-UHDSP2

VGA-UHDSP4

品 番

分 配 内 容

対 応 機 器

対 応 出 力 機 器

イ ン タ ー フェー ス

データレート(最大)

ピ ク セ ル ク ロック

最 大 表 示 解 像 度

H D C P

機器間制御(CEC )

入 力 D D C 信 号

消 費 電 力

稼 働 温 度 ・ 湿 度

保 存 温 度 ・ 湿 度

材 質

サ イ ズ

付 属 品

VGA-UHDSP2

2分配

2.0W 4.6W 14.84W

VGA-UHDSP4

4分配

VGA-UHDSP8

8分配

ACアダプタ（DC 5.3V/2.4A）、取扱説明書、保証書、
HDMIケーブル（1.8m）×1

温度0～50℃、湿度80%以下（結露なきこと）

温度－20～60℃、湿度80%以下（結露なきこと）

スチール

入力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×1
出力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×2

入力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×1
出力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×4

入力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×1
出力用：HDMIタイプA（19PIN）メス×8

W120×D80×H25mm W197×D80×H25mm W432.4×D154×H44mm

HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

3.4Gbit/s

25MHz-340MHz

4K2K（4096×2160）

HDCP 1.4対応

対応

5V

①

①

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

② ③

② ③

VGA-UHDSP8

①出力ポートLED

②入力LED
③電源LED
④電源ジャック
⑤HDMI入力ポート
⑥HDMI出力ポート

出力ポートに接続されたディスプレイデバイスが電源ONになっており、データの
送信ができた時グリーンに点灯します。
入力デバイスが電源ONになっている時グリーンに点灯します。
分配器が電源ONになっている時、オレンジに点灯します。
アダプタを接続します。
HDMIソースデバイスのケーブルを接続します。
HDMIディスプレイデバイスのケーブルを接続します。

……………

……………………
……………………
………………

…………
…………

※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。

●1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台/4台/8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレ
イ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます。

●4K2K（4096×2160）@60Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
●ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器（パソコン等）に伝える方式です。
●Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
●HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）1.4対応製品です。
●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
●HDMIケーブル(1.8m）1本同梱。

※1:4K2K解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。

4096×2160@60Hz (4:2:0)
4096×2160@30Hz (4:4:4)
3840×2160@60Hz (4:2:0)

主な対応解像度 3840×2160@30Hz (4:4:4)
1920×1200@60Hz
1920×1080@60Hz

4096x2160@60Hz (4:2:0)
4096x2160@30Hz (4:4:4)

3840x2160@60Hz (4:2:0)
3840x2160@30Hz (4:4:4)

HDMIケーブル（1.8m）、
ACアダプタ（DC 5V/3A）、
サーバーラック取付金具（1式）、
ゴム足、取扱説明書、保証書

フロントパネル

バックパネル

⑥

② ③

④

⑤

①

1 2



<カスケード接続例＞

接続方法

VGA-UHDSP2

VGA-UHDSP8

＜注意＞
※4K2K解像度でのカスケード接続は動作保証外です。
※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最
先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプ
タが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。

3段階カスケード接続例
※1920×1080解像度時

最大６４台のHDMI機器に
同時分配可能
（VGA-UHDSP4使用時）

※動作保証するものでは
　ありません。

＜注意＞
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号を
　サポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。

HDMI
ケーブル

HDMI出力端子を装備している
映像機器/家庭用ゲーム機/パソコン
スマホ/ビデオカメラなど

HDMI入力端子を装備している
テレビ/パソコン用ディスプレイ
プロジェクターなど

ACアダプタ

延長可能距離はケーブル・機器構成により異なります。 
4K2K解像度での分配出力時は4K2K対応ケーブルをご使用ください。
※機器間推奨ケーブル長最大5m～10m程度

A

A

A

A
A

A
A

A

<スタンダード接続例＞

＜注意＞
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号を
　サポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。

HDMI
ケーブル

HDMI出力端子を装備している
映像機器/家庭用ゲーム機/パソコン
スマホ/ビデオカメラなど

HDMI入力端子を装備している
テレビ/パソコン用ディスプレイ
プロジェクターなど

ACアダプタ

延長可能距離はケーブル・機器構成により異なります。 
4K2K解像度での分配出力時は4K2K対応ケーブルをご使用ください。
※機器間推奨ケーブル長最大5m～10m程度

A

A
HDMI IN
へ接続

HDMI OUT
へ接続

VGA-UHDSP4

＜注意＞
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号を
　サポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。

HDMI
ケーブル

HDMI出力端子を装備している
映像機器/家庭用ゲーム機/パソコン
スマホ/ビデオカメラなど

HDMI入力端子を装備している
テレビ/パソコン用ディスプレイ
プロジェクターなど

ACアダプタ

延長可能距離はケーブル・機器構成により異なります。 
4K2K解像度での分配出力時は4K2K対応ケーブルをご使用ください。
※機器間推奨ケーブル長最大5m～10m程度

A

A

A

A

HDMI IN
へ接続

HDMI IN
へ接続

HDMI OUT
へ接続

HDMI OUT
へ接続

※4K2K解像度でのカスケード接続は動作保証外です。
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Q＆A
Q1
A1

Q2
A2

Q3
A3

Q4
A4

Q5
A5

Q6
A6

最大何mまで分配延長することができますか？
HDMIケーブルや機器構成により延長できる距離は異なります。ケーブルによる減衰や機器により認識
力が異なるためです。推奨距離は全長で5m～10m程度となります。長距離延長をする場合はできるだ
け高品質ケーブルをご使用ください。

カスケード接続は何段階まで可能ですか？
4K2K解像度でのカスケード接続は動作保証外になります。1920×1080解像度時のカスケード接続
は3段階まで推奨としています。※動作保証するものではありません。
ケーブル長についてはHDMIケーブルや機器構成により延長できる距離は異なります。できるだけ短い
ケーブルを使用してのカスケード接続をおすすめします。

DVIコネクタからHDMIコネクタへ変換して接続することは可能ですか？
可能です。DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変
換アダプタが別途必要になります。
DVI-HDMI変換アダプタ使用の際はオーディオ機器はサポートしません。

HDMI機器の起動からテレビ・ディスプレイまでの表示に時間がかかる。
HDMI信号はHDCP(著作権保護機能）の相互認識が必要なため機器同士の確認作業が必要になりま
す。映像の表示までには多少の時間がかかり、表示までの時間については機器構成により異なります。

機器間制御機能(CEC・リンク機能)を使うことはできますか？
機器間制御機能(CEC・リンク機能)は全ポート対応しています。接続されたディスプレイが全て同機種で
あり、尚且つ映像出力機器とリンクすることができる機器であれば全ポートに接続されたディスプレイを
リンク操作可能です。(全ての機能について動作保証するものではありません)

片方（A）のディスプレイには映像が映るがもう一方のディスプレイ（B)に映像が映らない。
A側ディスプレイとA側ケーブルをそのまま表示ができなかったB側ポートと入替えてください。表示が
できた場合は分配器の故障ではなく、B側ディスプレイの表示解像度が対応していない等の可能性があ
ります。HDMI出力機器の解像度設定、ディスプレイの対応解像度をご確認ください。
入替えた際に表示ができなくなった場合はポート故障の可能性があります。お手数ですが購入元販売店
へお問合せください。

■サポート情報
■ドライバのダウンロード

■よくある質問（Q&A）
■各種対応表

最新の情報はWEBサイトで！!  http://www.sanwa.co.jp/

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

など、最新情報を随時更新しています。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

▼サポートページへ▼トップページから

ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度

弊社WEBサイトをご覧ください。

サーバーラック取付け方法(VGA-UHDSP8のみ)

ラックマウント金具は正面側または、背面側の側面に取付けることができます。

正 面

本製品

①ラックマウント金具を取付ける場所のボルトを
　外します。

②ラックマウント金具を取付けます。

③19インチマウントにケージナットを取付けます。 ④19インチマウントに本製品を取付けます。

付属のワッシャー・ボルト

付属の
ケージナット

どちらの向きでも
取付け可能です。

付属のボルト

①で外したボルト

5 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


