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はじめに                        
この度はCARVIN社製 VINTAGE TUBE SERIESをお買い上げいただき誠にありがとうございま

す。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取

扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は

大切に保管してください。 

 

ご使用になる前に取扱説明書をお読みください。 

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。 

異常がある場合は販売店にご相談ください。 

2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないでください。 

3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。 

4. ヒューズを交換する場合、必ず先に電源プラグを抜いてください。 

5. 40℃を超える環境で本体を使用することはお止めください。 

6. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。 

また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止めください。火災や感電の原因となります。 

7. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用してください。 

8. 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけたりしないようご注意ください。 

9. 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意してください。 

10. メーカーによって供給された付属パーツ以外は使用しないでください。 

11. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意くだい。 

また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。 

12. 本体の掃除をする際は乾いた布のみを使用してください。 

13. AC100V-120V、50/60Hzにてご使用ください。 

 

 

故障が生じた場合はお手数ですが販売店にご連絡ください。無断で本体カバーを開けられ

た場合、保証の対象外となることがあります。 



特徴                          
－VINTAGE TUBE SERIES  のテクニカルデザイン－ 

VINTAGE TUBE SERIES はIC、FET、トランジスタを使用していない100%のオールチューブア

ンプです。真空管のみを使用し、どの製品よりも音質の良いギターアンプを作るためにデ

ザインされました。 

 

－EL84パワー管によるダイナミックなサウンド－ 

優れたサチュレーションとパワーソーク特性を活かすためにプレミアムEL84管が採用され

ています。初期のVOX AC30アンプの様に、理想的な相互コンダクタンスの為にEL84を用い、

タイトでレスポンスの良い低域から、ソフトながらも抜けの良い高域を実現しました。 

－ウルトラ・ハイインピーダンスギターインプット－ 

VINTAGE TUBE SERIES は、ギターピックアップに 適なウルトラ・ハイインピーダンスイ

ンプットを装備し、入力されるまでに起こり得る音痩せやレスポンスの低下を防ぎます。 

 

－クリーン＆ソークチャンネル－ 

112NOMAD、212BEL-AIR COMBOには、ウォームでメロウなトーンから、ガラスのようなきら

びやかなサウンドまで自在に作り出すことが出来るクリーンチャンネルと、サスティーン

豊かなオーバードライブサウンドのソークチャンネルが用意されています。 

 

－多彩なトーンコントロール－ 

BASS、MID、TREBLE トーンコントロールにより、幅広いトーン調整が可能です。個々のつ

まみは極端に設定しても、音質そのものが影響を受ける事はありません。また、個々のつ

まみは独立したコントロールとなっており、相互に作用する事はありません。この幅広い

トーンコントロールを可能にしたのが密閉型の1M ポットです（多くのギターアンプは250k 

ポットを使用しています）。BASS の周波数は80Hz、MID は650Hz に設定されています。

TREBLE は11kHz と特に高く設定されており、通常のアンプよりダイナミックな高域が特徴

です。 

 

－自然なリバーブサウンド－ 

VINTAGE TUBE SERIES のリバーブは、特製のプリフィルターによってバネのような感じが

排除され、瑞々しいサウンドを生み出します。この自然なリバーブは、鮮やかな透明感と

深みを備えており、60 年代のチューブアンプを彷彿とさせるサウンドです。Guitar Player 

紙上でも、 も優れたリバーブの一つと評価されています。 

※Vintage 16™はフットスイッチでのON/OFFに対応しておりません。 



クイックスタート                    
電源を入れる前に、正しい電源、電圧のコンセントに接続しているか確認してください。

ボリューム、ドライブのつまみを一旦全てOFF にし、各トーンつまみをセンターの位置に

合わせます。リアパネルインピーダンススイッチが正しく設定されている事をご確認下さ

い。別売りのフットスイッチ、FS22を使用する際はリアパネルのフットスイッチ端子に接

続してください。フットスイッチを使ってチャンネル、リバーブの切り替えを行う際は、

チャンネルセレクトスイッチをチャンネル1（ボタンが押されていない状態）に設定します。

ここまでの設定が終わったら、電源スイッチを入れ、真空管が温まるまで2-3 分待った後、

スタンバイスイッチを入れてください。徐々にボリュームを上げ、トーンつまみを調整し

ます。 

 



フロントパネル                     
－BEL AIR COMBO ＆ NOMAD－ 

 

1. ギター入力端子 

ギターを接続する標準フォン入力端子です。 

 

2. チャンネルセレクトスイッチ 

チャンネルを切り替えるスイッチです。チャンネル1 を選択するとクリーンな音、チャン

ネル2 を選択するとサスティーンのあるオーバードライブサウンドを得られます。別売り

のFS22フットスイッチをご利用の際は、CHANNELのSELECTスイッチを1の位置に設定してく

ださい。 

 

クリーンチャンネル（チャンネル1） 

3. ボリューム 1 

チャンネル1のボリュームレベルを調整します。 

 

4. ベース/ミッド/トレブルコントロール 

各周波数帯域を調整するつまみです。 初は各つまみをセンターの位置に合わせ、好みの

サウンドが得られるように調整してください。 

 

リードチャンネル（チャンネル2） 

5. ソーク ～ 6. リードボリューム 2 

オーバードライブサウンドを得るにはお好みのゲインレベルに達するまでVOLUME2を下げ、

SOAKコントロールを上げて下さい。お持ちのギター設定とシングル/デュアルピックアップ

かによって、オーバードライブ量は異なります。 

7. ベース/ミッド/トレブル 

各周波数帯域を調整するつまみです。 初はセンターの位置に合わせて、その後好みのト

ーンになるようにつまみを調節します。 

 

マスターセクション 

8. マスターリバーブ 

リバーブコントロールです（両チャンネルに働きます）。 

 

9. 電源表示ライト 

電源がオンの時は赤く点灯します。 



－VINTAGE 16－ 

 

 

1. ギター入力端子 

ギターを接続する標準フォン入力端子です。 

 

2. ソーク ～ 3. ボリューム  

オーバードライブサウンドを得るにはお好みのゲインレベルに達するまでVOLUMEを下げ、

SOAKコントロールを上げてください。お持ちのギターのセットアップやシングル/ハムバッ

キングピックアップかによって、オーバードライブの深さは異なります。 

 

4. ベース/ミッド/トレブル 

各周波数帯域を調整するつまみです。 初はセンターの位置に合わせて、その後、好みの

トーンになるようにつまみを調節します。 

 

5. マスターリバーブ 

リバーブコントロールです。 

 

6. 電源表示ライト 

電源がオンの時は赤く点灯します。 

 

7. 電源スイッチ 

メイン電源をオン/オフするスイッチです。 

 



リアパネル                      
－212BEL AIR ＆ 112NOMAD－ 

 
10. 電源ケーブルソケット/ヒューズ 
電源ケーブルを差し込むソケットです。表示の電圧、ヒューズの値が正しいことを確認の
上、電源ケーブルをしっかりと差し込んでください。 
 
11. 電源スイッチ 
メイン電源をオン/オフするスイッチです。電源がオンの時はフロントパネルのライトが赤
く点灯します。 
 
12. スタンバイスイッチ 
演奏を一時止める時はスイッチをSTBY側にしてください。 
 
13. アコースティックプレゼンス 
プレゼンス･コントロールは超高域を調整します。8 ～20kHz（10dB@12kHz）というギター
の も高いハーモニクスのレンジの量を調整する事で、よりクリアでブライトなトーンを
得ることができます。また、このコントロールはクリーンチャンネル(チャンネル1)のみに
作用します。 
14. エフェクトループ端子 
エフェクトプロセッサーからのノイズを 低限に抑えるために、エフェクトループをご利
用ください。SEND 端子からの信号をエフェクターの入力端子に、エフェクターの出力端子
からの信号をRETURN 端子にそれぞれ接続します。その際はスピーカーケーブルではなくシ
ールドケーブルをご使用ください。エフェクターによっては数dB音量が下がることがあり
ますが、アンプの側のゲインで十分に補うことが可能です。 
 
15. FS22 フットスイッチ接続端子 
接続は別売りのFS22フットスイッチをご利用ください。チャンネルとリバーブの操作が行
えます。また、ご利用の際は、CHANNELのSELECTスイッチを1の位置に設定してください。 
 
16. ボイスドラインアウト出力 
ラインアウト用の標準フォン端子です。キャビネットの鳴りをシミュレートした信号をミ 
キサーやレコーダーに送ることができます。 
 
17. スピーカーインピーダンススイッチ 
接続するスピーカーのシステムに合わせて、インピーダンスを4Ω、8Ω、16Ωの中から選 
択します。112Nomad、212Bel Airは8Ωを選択します。他の8Ωエクステンションキャビネ
ットを併用して使用する場合は、4Ωを選択します。 
 
18. スピーカー出力端子 
スピーカーキャビネットを接続する端子です。2 台のスピーカーキャビネットを同時に接
続する事が可能です。この端子はパラレルで結線されています。パラレルで接続される事
を想定した上で、スピーカーの合計インピーダンスを計算してください。 



－VINTAGE 16－ 

 
8. 電源ケーブルソケット/ヒューズ 

電源ケーブルを差し込むソケットです。表示の電圧、ヒューズの値が正しいことを確認の

上、電源ケーブルをしっかりと差し込んでください。 

 

9. パワーモード（Vintage16のみ） 

出力W数の切替を行います。切替をする前には必ずアンプの電源を切ってください。 

 

18. スピーカー出力端子 

スピーカーキャビネットを接続する端子です。 



ヘルプセクション                    

リードチャンネルのフィードバック 

LEAD チャンネルのドライブ、トレブル、プレゼンスをフルにあげるとフィードバックを 

起こします。他のチューブアンプと同様、これは正常な現象です。フィードバックやノイ 

ズを抑えるには、ドライブを5-7 程度に抑えてください。 

 

 

トラブルシューティング                   
1) アンプの電源が入らない。 

まずアンプへの電源を確認します。ブレーカーが切れていないか、延長コードが抜けてい

ないか、電源タップのスイッチが切れていないか確認してください。次にヒューズを確認

します。ヒューズが変色していたり、ガラス内に線が見えない状態であれば交換してくだ

さい。アンプに問題がなくても高電圧のサージにより、ヒューズがとぶ事があります。ま

た、ヒューズを交換してもすぐにとんでしまう場合には販売店にご相談ください。 

 

2) 電源ランプは点灯するが、音が出ない。 

真空管が破損していないか、スピーカーケーブルが抜けていないかをご確認ください。 

 

3) アンプのクリーニングについて 

湿らせた布で、フロント/リアパネルおよびビニールカバーの汚れをふき取ってください。 

 

 

 

 

 



製品仕様                        
VINTAGE16 

出力     16/5 W 

出力インピーダンス 8 Ω 

入力インピーダンス 100,000 Ω 

トーンコントロール ベース 80Hz 

 zH007-006 ドッミ

トレブル 11kHz 

 ）グンピッリク（ Vｍ1 度感

16ｍV (FULL OUTPUT) 

プリアンプ管 12AX7 x 3 本 (DUAL STAGE) 

パワーアンプ管 EL84 x 2 本 

キャビネット材 ポプラウッド 

寸法、重量 （VINTAGE16）40.6W x 22H x 14.2D cm、14.2kg 

オプション品 CV16カバー 

 

112NOMAD & 212BEL AIR  

出力     50W 

出力インピーダンス 4, 8, 16 Ω 

入力インピーダンス 100,000 Ω 

トーンコントロール ベース 80Hz 

 zH007-006 ドッミ

トレブル 11kHz 

 ）グンピッリク（ Vｍ1 ：1ルネンャチ 度感

チャンネル2： 16ｍV (FULL OUTPUT) 

ライン出力 1.5 VAC @ 定格100W 

プリアンプ管 12AX7 x 5 本 (DUAL STAGE) 

パワーアンプ管 EL84 x 4 本 

キャビネット材 ポプラウッド 

寸法、重量 （112NOMAD）49.5W x 45H x 26D cm、18.5kg 

（212BEL AIR）66W x 45H x 26D cm、24.5kg 

オプション品 CV3212カバー(212BEL AIR) 

FS22フットスイッチ 

 



 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /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.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




