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 ISI Web of KnowledgeSMにアクセス。画面右のCustomize 
Your ExperienceのRegisterをクリック。

 もしくは、画面上部のSign in→Registerをクリック。
 ユーザ登録した IDとパスワードを Sign inに入力すると画面が、

Sign inからSigned inに変わります。
※既に ISI Web of Knowledgeにユーザ登録されている場合は、
新たに登録する必要はありません。一度登録されるとご契約機
関外からでも、EndNote Webへのアクセスが可能になります。

EndNote® Webは文献管理・論文執筆支援ツールです。論文執筆に必要な文献情報をオンラインで入手し、引用文献リストを簡単に作成できます。
http://isiknowledge.comからアクセス。ユーザ登録後は、http://www.endnoteweb.com/のURLで、ご自宅からでもアクセスできます。

1．ユーザ登録

パスワードは、8文字以上。アルファベット、数字、記号を必ず使う。
例：ABCDEF8#
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サポート情報
各ページにあるHelpボタンをクリックして機能についての詳細な説明にアクセスできます。

 ISI Web of Knowledgeのレコードを保存する場合、ボックスを
チェック。

 またはサマリー画面下Output Records部分で指定。また、画
面下の範囲指定部分を使って、複数のレコードを保存すること
も可能です。

  をクリック。

 保存したレコードには、 のアイコンが付きます。アイコンもし
くは、画面上部の をクリックするとEndNote® Web
が開きます。

2．ISI Web of Knowledgeレコードの保存

登録からレコードの保存まで

下準備が終わったら、Formatタブをクリックし、Format Paperを
クリック。

 File右横の参照機能を使い、RTF形式で保存したファイルを選択
します。

 Biographic styleで、引用文献に使うスタイルを選択します。

 最後にFormatボタンをクリック。下準備した箇所に、EndNote 
Web上のレコードを挿入し、番号付け、引用文献リストが作成
されます。

 Formatをクリックした後にEndNote Webのレコードを参照で
きなかったものは、下記の2通りの表示がされます。

 Unmatched citation（s）＝参照できなかったレコード
 Ambiguous citation（s）＝条件にあったレコードが複数存在
し、選べなかった

 Word文章内の参照できなかったレコードの下準備をやり直し
て下さい。また、参照できるレコードをまずフォーマットし、後
でUnmatchedとAmbiguousを直したい場合、Formatを実行す
る前に、ignore unmatched citations ④のボックスをチェックし
ます。

 引用文献リストが作成されました。

 Optionsタブをクリック。

 Change Passwordで、パスワードの変更。

 Change E-mail Addressで、メールアドレスの変更。

※ EndNote® Webのユーザ登録と ISI Web of KnowledgeSMのユー
ザ登録は全く同じです。新たに登録する必要はありません。

ご契約機関内で一度、ユーザ登録すると自宅からでもEndNote Web
にアクセスすることができます。

 http://www.endnoteweb.com/にアクセス。

 EndNote Web Loginをクリック。

8．引用文献リストの作成

9．メールアドレス、パスワードの変更

10．自宅からのアクセス方法

保存したデータはMy Referencesタブの［Unfi led］に蓄積されます。
レコードの保存・インポートをする度に、フォルダに移すことをお勧
めします。

［Unfi led］をクリック。

 リストからデータを選ぶ。

 Add to group...をプルダウンし、New groupを選ぶ。

 フォルダ名を入力。

フォルダ名は日本語で入力することもできます。フォルダは500個ま
で作成でき、レコードは1万件まで保存可能です。
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3．保存フォルダの作成

講習会は、EndNote Web サポート インターネット講習会サポートは、

講習会は、EndNote Web サポート インターネット講習会サポートは、
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レコードのインポートの際には、普段よく使っているデータベース
を事前にお気に入りに入れておくことをお勧めします。

 Collectタブをクリック

 Import Referencesをクリック

 Customize this listをクリック

 データベース名リストから、普段使うデータベース名を探し、

をクリックすると、My Favorites:リストに
登録されます。

EndNoteのインポートフィルター：
●PubMed＝PubMed（NLM）
● CiNii＝EndNote Import（CiNiiからダウンロードする際は、Re-
fer BibIXを選択し、ENWに取り込む際は、EndNote Import）

●  電子ジャーナル＝RefMan RIS（電子ジャーナルの多くはダウンロー
ドにRISフォーマットを選べます。ENWに取り込む際はRefMan RIS）

●SciFinder＝SciFinder（CAS）
●EndNoteデスクトップ版＝EndNote Import
（EndNote X.0.2以上は、Tools→Transfer References...を
選択し、デスクトップ版Web版相互にレコード移動）

インポート用のフィルターをカスタマイズする方法

蓄積したレコードを指定のジャーナル形式で引用文献リストを出力で
きます。

 Formatタブをクリック。

 Bibliographyを選択。

 Customize this listをクリック。

 ジャーナルを選ぶ。

 をクリック

スタイル設定から引用文献リストの作成まで
3600種類のジャーナル形式で引用文献リストの作成が簡単にできます。
ページやボリュームの表記から文献番号の付与などを自動的に行えます。

引用する場所を指定します。

※Wordに下準備をしてから作成する方法

 Microsoft Wordの原稿を用意。

 引用箇所に｛著者の苗字、出版年｝を入力。同じ著者、同じ年に
複数文献がある場合は、タイトルの最初の単語を入力。区切り
は半角カンマ（ , ）。

 ｛Fukamachi, 2001｝  ｛Kobori, Participatory｝

 同じ箇所に複数文献を引用する時は、文献間を半角セミコロン（ ; ）
で区切る。

 ｛Fukamachi, 2001;Takeda, 2006} 

 最後にRTF形式で保存します。

※プラグインを利用して作成する方法

 Wordの引用箇所にアイコンを合わせ、プラグインの （Find 
Citations）をクリック。

 Findのボックスに文献名などを入力しSearchボタンをクリック。

 ボックスの中から、文献名をハイライト。

 Insertボタンをクリック。Wordの引用箇所に {Kobori, 2003}な
どと入力されます。

 プラグインの （Format Bibliography）をクリックすると引用

文献を作成します。

 プラグインは、Format Paperの画面のCite While You WriteTM 
plug-inをクリックしダウンロード。Download Windowsもし
くはDownload Macintoshをクリック。

引用文献の作成例

6．アウトプットスタイルの選択

7．Microsoft Wordとの連携

CiNii、PubMed、SciFinder、医中誌などのレコードもEndNote Web
にインポートし、保存できます。

 各データベースからレコードをPCに保存。
 注意：レコードは、EndNoteがインポートできる
 フォーマットで保存する必要があります。
 EndNoteがインポートできるフォーマット：
 ●PubMed＝MEDLINE
 ●CiNii＝ReferBibIX
 ●SciFinder＝Save asでTagged Format（*.txt）
 その他、EndNote もしくは RISという形式で保存するという表
示があれば、その形式を選択。
 次にEndNote Webに戻りCollectタブから Import Referencesをクリック。

 Fileの参照で、①でPCに保存したファイルを選びます。

 Filterでインポートするデータベースの種類を選び、Importを
クリック。（Filterのカスタマイズは2ページ下参照）

 Import References 
  *** references were imported into the "[Unfi led]" group.と表示され

ると、My Referencesのタブ"[Unfi led]"にレコードが蓄積されます。 
 新たに文献情報を入力する際は、New Referenceをクリック。

5．その他のデータベースのレコードの保存

※EndNoteデスクトップ版からデータを
取り込む方法の詳細説明があります。

Organizeタブをクリックすると、

 フォルダの共有設定Shareの     をチェック

 共有相手の設定 をクリックし、Start sharing this 

groupで、共有する相手のEndNote® Webユーザ登録メールアド
レスを入力し、最後にApplyをクリックします。 

 フォルダ名の変更 をクリック 

 フォルダの削除 をクリック

共有されたフォルダは、相手方のMy Referencesの に
表示されます。

4．フォルダの共有・変更など

のステップで共有されたフォルダを、Read onlyにすると、相手
側は表示とコピーのみ。 Read & Writeにすると、書き込みが可能になります。
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レコードのインポートの際には、普段よく使っているデータベース
を事前にお気に入りに入れておくことをお勧めします。

 Collectタブをクリック

 Import Referencesをクリック

 Customize this listをクリック

 データベース名リストから、普段使うデータベース名を探し、

をクリックすると、My Favorites:リストに
登録されます。

EndNoteのインポートフィルター：
●PubMed＝PubMed（NLM）
● CiNii＝EndNote Import（CiNiiからダウンロードする際は、Re-
fer BibIXを選択し、ENWに取り込む際は、EndNote Import）

●  電子ジャーナル＝RefMan RIS（電子ジャーナルの多くはダウンロー
ドにRISフォーマットを選べます。ENWに取り込む際はRefMan RIS）

●SciFinder＝SciFinder（CAS）
●EndNoteデスクトップ版＝EndNote Import
（EndNote X.0.2以上は、Tools→Transfer References...を
選択し、デスクトップ版Web版相互にレコード移動）

インポート用のフィルターをカスタマイズする方法

蓄積したレコードを指定のジャーナル形式で引用文献リストを出力で
きます。

 Formatタブをクリック。

 Bibliographyを選択。

 Customize this listをクリック。

 ジャーナルを選ぶ。

 をクリック

スタイル設定から引用文献リストの作成まで
3600種類のジャーナル形式で引用文献リストの作成が簡単にできます。
ページやボリュームの表記から文献番号の付与などを自動的に行えます。

引用する場所を指定します。

※Wordに下準備をしてから作成する方法

 Microsoft Wordの原稿を用意。

 引用箇所に｛著者の苗字、出版年｝を入力。同じ著者、同じ年に
複数文献がある場合は、タイトルの最初の単語を入力。区切り
は半角カンマ（ , ）。

 ｛Fukamachi, 2001｝  ｛Kobori, Participatory｝

 同じ箇所に複数文献を引用する時は、文献間を半角セミコロン（ ; ）
で区切る。

 ｛Fukamachi, 2001;Takeda, 2006} 

 最後にRTF形式で保存します。

※プラグインを利用して作成する方法

 Wordの引用箇所にアイコンを合わせ、プラグインの （Find 
Citations）をクリック。

 Findのボックスに文献名などを入力しSearchボタンをクリック。

 ボックスの中から、文献名をハイライト。

 Insertボタンをクリック。Wordの引用箇所に {Kobori, 2003}な
どと入力されます。

 プラグインの （Format Bibliography）をクリックすると引用

文献を作成します。

 プラグインは、Format Paperの画面のCite While You WriteTM 
plug-inをクリックしダウンロード。Download Windowsもし
くはDownload Macintoshをクリック。

引用文献の作成例

6．アウトプットスタイルの選択

7．Microsoft Wordとの連携

CiNii、PubMed、SciFinder、医中誌などのレコードもEndNote Web
にインポートし、保存できます。

 各データベースからレコードをPCに保存。
 注意：レコードは、EndNoteがインポートできる
 フォーマットで保存する必要があります。
 EndNoteがインポートできるフォーマット：
 ●PubMed＝MEDLINE
 ●CiNii＝ReferBibIX
 ●SciFinder＝Save asでTagged Format（*.txt）
 その他、EndNote もしくは RISという形式で保存するという表
示があれば、その形式を選択。
 次にEndNote Webに戻りCollectタブから Import Referencesをクリック。

 Fileの参照で、①でPCに保存したファイルを選びます。

 Filterでインポートするデータベースの種類を選び、Importを
クリック。（Filterのカスタマイズは2ページ下参照）

 Import References 
  *** references were imported into the "[Unfi led]" group.と表示され

ると、My Referencesのタブ"[Unfi led]"にレコードが蓄積されます。 
 新たに文献情報を入力する際は、New Referenceをクリック。

5．その他のデータベースのレコードの保存

※EndNoteデスクトップ版からデータを
取り込む方法の詳細説明があります。

Organizeタブをクリックすると、

 フォルダの共有設定Shareの     をチェック

 共有相手の設定 をクリックし、Start sharing this 

groupで、共有する相手のEndNote® Webユーザ登録メールアド
レスを入力し、最後にApplyをクリックします。 

 フォルダ名の変更 をクリック 

 フォルダの削除 をクリック

共有されたフォルダは、相手方のMy Referencesの に
表示されます。

4．フォルダの共有・変更など

のステップで共有されたフォルダを、Read onlyにすると、相手
側は表示とコピーのみ。 Read & Writeにすると、書き込みが可能になります。
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 ISI Web of KnowledgeSMにアクセス。画面右のCustomize 
Your ExperienceのRegisterをクリック。

 もしくは、画面上部のSign in→Registerをクリック。
 ユーザ登録した IDとパスワードを Sign inに入力すると画面が、

Sign inからSigned inに変わります。
※既に ISI Web of Knowledgeにユーザ登録されている場合は、
新たに登録する必要はありません。一度登録されるとご契約機
関外からでも、EndNote Webへのアクセスが可能になります。

EndNote® Webは文献管理・論文執筆支援ツールです。論文執筆に必要な文献情報をオンラインで入手し、引用文献リストを簡単に作成できます。
http://isiknowledge.comからアクセス。ユーザ登録後は、http://www.endnoteweb.com/のURLで、ご自宅からでもアクセスできます。

1．ユーザ登録

パスワードは、8文字以上。アルファベット、数字、記号を必ず使う。
例：ABCDEF8#
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サポート情報
各ページにあるHelpボタンをクリックして機能についての詳細な説明にアクセスできます。

 ISI Web of Knowledgeのレコードを保存する場合、ボックスを
チェック。

 またはサマリー画面下Output Records部分で指定。また、画
面下の範囲指定部分を使って、複数のレコードを保存すること
も可能です。

  をクリック。

 保存したレコードには、 のアイコンが付きます。アイコンもし
くは、画面上部の をクリックするとEndNote® Web
が開きます。

2．ISI Web of Knowledgeレコードの保存

登録からレコードの保存まで

下準備が終わったら、Formatタブをクリックし、Format Paperを
クリック。

 File右横の参照機能を使い、RTF形式で保存したファイルを選択
します。

 Biographic styleで、引用文献に使うスタイルを選択します。

 最後にFormatボタンをクリック。下準備した箇所に、EndNote 
Web上のレコードを挿入し、番号付け、引用文献リストが作成
されます。

 Formatをクリックした後にEndNote Webのレコードを参照で
きなかったものは、下記の2通りの表示がされます。

 Unmatched citation（s）＝参照できなかったレコード
 Ambiguous citation（s）＝条件にあったレコードが複数存在
し、選べなかった

 Word文章内の参照できなかったレコードの下準備をやり直し
て下さい。また、参照できるレコードをまずフォーマットし、後
でUnmatchedとAmbiguousを直したい場合、Formatを実行す
る前に、ignore unmatched citations ④のボックスをチェックし
ます。

 引用文献リストが作成されました。

 Optionsタブをクリック。

 Change Passwordで、パスワードの変更。

 Change E-mail Addressで、メールアドレスの変更。

※ EndNote® Webのユーザ登録と ISI Web of KnowledgeSMのユー
ザ登録は全く同じです。新たに登録する必要はありません。

ご契約機関内で一度、ユーザ登録すると自宅からでもEndNote Web
にアクセスすることができます。

 http://www.endnoteweb.com/にアクセス。

 EndNote Web Loginをクリック。

8．引用文献リストの作成

9．メールアドレス、パスワードの変更

10．自宅からのアクセス方法

保存したデータはMy Referencesタブの［Unfi led］に蓄積されます。
レコードの保存・インポートをする度に、フォルダに移すことをお勧
めします。

［Unfi led］をクリック。

 リストからデータを選ぶ。

 Add to group...をプルダウンし、New groupを選ぶ。

 フォルダ名を入力。

フォルダ名は日本語で入力することもできます。フォルダは500個ま
で作成でき、レコードは1万件まで保存可能です。
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3．保存フォルダの作成

講習会は、EndNote Web サポート インターネット講習会サポートは、

講習会は、EndNote Web サポート インターネット講習会サポートは、



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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.)
    /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




