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2018年7月

鳳来館（新城市）

職場内で回覧しましょう

《
今
月
の
主
な
内
容
》

●「賞与支払届」提出のお願い
●年金の予約相談をご利用ください
●「傷病手当金が振込まれない」とならないために
　申請前にはこちらをご確認ください
●コラム　～日本の健康・世界の健康～
●「わたしと年金」エッセイ募集中
●職場の「健康づくり講演会」の講師を紹介します

　事業所の名称や所在地を変更されました際には、「事業所名称・所在地等変更届」を
愛知県社会保険協会へご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、届書の様式は愛知県社会保険協会のホームページに掲載しております。〔　 〕



2 社会保険

日本年金機構からのお知らせ

予約相談のメリット

受付期間等

予約相談の実施時間帯

予約相談

　賞与についても、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料
と同率の保険料を納めます。事業主は、賞与の支払いがあり
ましたら、その支給日から５日以内に、賞与支払届および賞
与支払届総括表を提出してください。

　賞与支払予定月を届け出ていただいている事業所について
は、事前に賞与支払届と賞与支払届総括表をお送りしており
ます。登録された賞与支払月に賞与の支払いがなかった場合
は、必ず賞与支払届総括表のみご提出ください。

　賞与、期末手当、決算手当、その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対象として受けるもののうち、年３回以下の支払いの
ものをいいます。なお、年４回以上支払うものは標準報酬月額の対象
とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金などは対象外です。

●同一年度内に、被保険者資格の取得・喪失があった方で、標準賞与額の累計
が573万円を超えた場合

「賞与支払届」提出のお願い「賞与支払届」提出のお願い

健康保険標準賞与額累計申出書

標準賞与額の対象となる賞与標準賞与額の対象となる賞与

　実際に支払われた賞与額（税引き前の総支給額）から1,000円未満
を切り捨てた額が「標準賞与額」です。「標準賞与額」に健康保険・厚
生年金保険の保険料率をかけた額がその賞与にかかる保険料額となり
ます。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
　標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円（年度は
毎年４月１日から翌年３月31日まで）、厚生年金保険は１ヵ月あたり
150万円です。

以下に該当する場合は、次の届書も併せてご提出ください。

⬇
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標準賞与額とは標準賞与額とは
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お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます。
相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します。

来訪を希望する日の１ヵ月前から前日まで受付しています。
ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。

※詳しくは「予約受付専用電話」へお問い合わせください。

予約はいつからできますか？

ご家族の方がご本人に代わって年金の手続きをしていただくことができます。
代理の方が年金の手続きをする場合には、ご本人からの委任状が必要です。
●相談窓口にお持ちいただくもの
　•本人からの委任状（本人が署名のうえ押印したもの）　•本人の印鑑
　•代理人の本人確認ができる書類（運転免許証など）
●委任状の様式
　委任状の様式はホームページに掲載していますので、ご活用ください。
　なお、委任状は記載項目をもれなく記入し、必ずご本人が署名のうえ、押印してください。

年金事務所へ行くことが困難です。私の代わりに家族の者が年金事務所で
手続きすることはできますか？

予約相談のメリット予約相談のメリット

予約相談希望日の１ヵ月前から前日まで受付しています。
ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
お近くの年金事務所でも受付しています。

受付期間等受付期間等

月　曜　日　午前８時30分～午後６時00分
火曜～金曜日　午前８時30分～午後４時00分
第２土曜日　午前９時30分～午後３時00分

予約相談の実施時間帯予約相談の実施時間帯

年金相談・お手続きの際は　　　　　をご利用ください。

050で始まる電話でおかけになる場合は
受付時間：月～金曜日（平日）　午前８：30～午後５：15
※土日祝日、12月 29日～１月３日はご利用いただけません。

（東京）03－6631－7521

予約相談予約相談
「予約受付専用電話」0570－05－4890

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日
初日に午後６時00分まで予約相談を実施し
ています。

年金相談に関する一般的なお問い合わせ 「ねんきんダイヤル」 0570－05－1165
050で始まる電話でおかけになる場合は
 （東京）03－6700－1165

受付時間

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時 00分まで相談をお受けします。
※祝日（第２土曜日を除く）、12月 29日～１月３日はご利用いただけません。

月曜日　午前８時 30分～午後７時 00分・火曜～金曜日　午前８時 30分～午後５時 15分
第２土曜日　午前９時 30分～午後４時 00分

「賞与支払届」提出のお願い

標準賞与額の対象となる賞与

標準賞与額とは
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協会けんぽからのお知らせ

社会保険4

　協会けんぽでは給付金申請の受付から振込みまで、原則10営業日（※）でお支払
いをしています。

傷病手当金が振込まれない

申請前にはこちらをご確認ください申請前にはこちらをご確認ください申請前にはこちらをご確認ください
とならないために ご加入者様は、ここをチェック

※療養費、高額療養費を除く
未記入や記入間違いなど
書類に不備があったり確認が必要な場合にはお支払いが遅れてしまいます。
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記入を間違えないためには

パソコンで入力項目を
確認しながら申請書が
作成できます。

「申請書作成支援サービス」
　　　　　　　　　　　が便利です

※ホームページ「申請書ダウンロード」
より、各申請書に進んで「入力用」を
ご利用ください。

ダウンロードして申請書を印刷するときは

拡大・縮小をしない
ＨＰ「申請書印刷についての
お願い」をお読みください

よくない例

印刷設定にご注意ください
A4サイズ ＋ 片面印刷

● 両面印刷
● Ａ4以外での用紙
● コピーの使用など

被保険者情報欄

振込先口座欄

協会  一郎

30

30 8 10

7

7 1
7 31

3 3

10

末

公○○○△公公△△／／ ／ ／ 公 公 ／ ／ ／ ／／公公 ／ ／ ／ ／ ／ 公公 ／ ／

264,000
15,000

20.000

299,000

72,000
15,000

20,000

107,000

基本給：欠勤控除あり

264,000÷22日×16日

＝192,000円

通勤手当：欠勤控除なし
扶養手当：欠勤控除なし

○○市○○町○○1－1

○○商事株式会社
 健保  二郎

○○   ○○

□□□ □□□ □□□□
事業主印

事業主が証明する  ここがポイント
傷病手当金では

勤務状況 給与の
締日単位で記入

支給額 実際の
支給額を記入

印 事業主印を押印
（訂正印も事業主印）

欠勤控除 手当についても
記入

証明日 締日以降で
あること

単価 欠勤しなかった
場合の金額を記入

申請書の
この部分
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TEL052－856－1490（代表）
●受付時間　午前８：30～午後５：15（土日祝日・年末年始を除く）

記載の内容は、協会けんぽの加入
者様向けのものです。
健康保険組合の加入者様は、内容
が異なる場合があります。

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

協会けんぽの紙面（4、5ページ）についてのお問い合わせはこちら

手続きは郵送でお願いします。 協会けんぽ 愛知 検　索 ⬅ホームページはこちらから〒

申請前にはこちらをご確認ください
ご加入者様は、ここをチェックご加入者様は、ここをチェックご加入者様は、ここをチェック
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被保険者情報欄被保険者情報欄

振込先口座欄振込先口座欄

注意
1 記号・番号はこの数字

01230010 ではありません

注意
2 口座の確認は通帳で！

0 1 2 3 0 0 1 0 ×

口座の記入間違いで振込みできなかった件数
なんと年間1,000件近く

カードだと
うろ覚えの支店名を
書きがち

やっぱり確認は

通帳で

▶

金融機関別の注意点

ゆうちょ
銀行

支店名は二一三支店など
漢数字3文字
○○郵便局ではありません

三菱UFJ
銀行

名称変更をしています
旧 三菱東京ＵＦＪ銀行
新 三菱ＵＦＪ銀行

花丸銀行
支店001
口座番号××

花丸銀行

名古屋駅前支店

特に間違いの多い2か所をご紹介します

CASH CARDCASH CARD

 機械で読込み
ますので丁寧に
 ご記入ください

 速やかに
お支払いをするため
申請前のご確認を
 お願いします

申請書のこの部分

申請書のこの部分

2 1 7 0 0 0 2 3 2 1

被保険者の氏名＋印

花丸 名古屋駅前
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社会保険協会からのお知らせ

　日本人と塩の関係は深い。「うまいまずいは塩かげん」
「味は塩にあり」といった諺が存在するほどである。スイ
カに塩、は世界でも珍しい食べ方だ。
　塩と血圧の上昇には強い関係がある。過多の塩分摂取
は、高血圧を招くことが疫学研究でも動物実験でも実証
されている。また、高血圧はよく知られているように脳
血管、心血管、腎疾患などの原因である。塩分摂取量に
よる血圧上昇の度合は体質によって違い、日本人には、
血圧が上昇しやすい「食塩感受性」の体質が多いと言わ
れている。
　減塩への呼びかけが注目され始めたのは1979年だ。ア
メリカ公衆衛生局長官が初めて全面的に減塩を勧告した。
2003年には、世界保健機関（WHO）と国連食糧農業機
関（FAO）の専門家合同協議会により、塩分の推奨摂取
量（ 1日 5 g以下）が提示された。
　日本では、厚生労働省が2005年に発表した「日本人の
食事摂取基準」において、1日当たりの塩分摂取量を男性
10ｇ未満、女性 8ｇ未満と決められた。 5年後の2010
年には、男性 9 g、女性7.5gに変更となり、さらにその5
年後、2015年には男性 8 g、女性 7 gが提示された。社
会的に減塩への関心が高まることに伴い、国民の塩分平
均摂取量は順調に下がってきている。（図1参照）。
　減塩のターゲットは、食塩（塩化ナトリウム）の中の
ナトリウムという成分である。ナトリウムは細胞外液の
主要な陽イオンであり、細胞外液量を維持し、浸透圧、 酸・
塩基平衡の調節などに重要な役割を果たしている。まっ
たく塩分を摂らない人でも、自然に尿、便、皮膚その他
からナトリウムが排泄される。その量は一般成人におい
て１日約0.6g（食塩相当量1.5g）である。極端に言うと、
1日当たり、この流出した1.5gの塩分量を補えばナトリ
ウム不足にはならない。なお、1日 3～ 5 gの塩分摂取量
が大多数の人がほぼ高血圧にならない理想の値とされて
おり、日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインでは、1
日 6 g未満が推奨されている。
　では、われわれは日々どの程度の塩分を摂取しうるの
か。まず、朝食をイメージしてみよう。白米。味噌汁。納豆。
梅干。味噌汁の塩分量は一杯約1.5g、あっさり味の梅干
しはたった1粒で約2g、納豆はたっぷりタレを入れると
約1g。続いて昼食に、ハムとチーズを挟んだ野菜サンド

イッチ。塩分摂取量の 7～ 8割は加工食品から摂取して
いると言われており、ハムはこの加工食品に当たる。塩
がないと作れないパンやチーズにも、もちろん塩分がしっ
かり含まれている。そして、夕食にラーメン。一杯の塩
分量はおよそ 6 g。このように、基準値以上の塩分量を摂
取することは非常にたやすいことがお分かりいただける
であろうか。
　最近、減塩しすぎるとかえって体に悪影響を及ぼすと
いう研究も発表されており、興味深い。しかしながら、
日本を含め、世界各地域では依然、塩分摂取が過多にな
る傾向がみられ（図２参照）、減塩の動きはますます広まっ
ている。WHOは、2013年に「2025年まで、30％減塩」
という目標を掲げた。
　世界には、塩との関係が薄い民族もいる。例えば、南
米アマゾン源流に住むヤノマミ族には、調味料としての
塩が存在しない。ヤノマミ族の塩分摂取は極端に少なく、
高血圧の症状が全く見られず、加齢に伴う血圧の上昇も
見られないことが報告されている。塩がないとは、ずい
ぶん味気ない食事になりそうだが、人間の味覚は6週間も
あれば薄味に慣れるとも言われている。市販の減塩食品
をうまく利用し、塩分量を調整した手作り料理ばかりを
続けて食べられる環境にあれば、苦痛なく減塩できるだ
ろう。ただし、忙しい現代社会でこうした減塩生活を送
ることは難しい。筆者のように、食生活の大半を外食や
加工食品に頼っている人もいるのではないか。外食産業
に対して減塩が強く勧められたとしても、コストがかか
る。ごく単純に考えて、塩にとってかわるおいしさを、
油や甘み、食品添加物など他のカロリーに見出すことに
なりかねず、となると、減塩はしたものの今度は過剰な
カロリー摂取になり、本末転倒な結果を招くおそれがあ
る。海外の例として、フィンランドでは、基準量以上の
加工食品を「高塩分食品」とはっきり表示したり、ニュー
ヨークではある規模以上の外食チェーンのメニューに「高
塩分メニュー」などの表示が義務化されたりする取り組
みが見られる。塩分の高い食品に対する課税策を導入し
た国もある。今後、「いい塩梅」に減塩できるような社会
環境になることを願うばかりである。
注：塩分の換算式：ナトリウム量（mg）× 2.54 / 1000 ＝ 
　　食塩相当量（g）

塩　　　分

＜図2＞ 日本人成人男女（20歳以上）の1日平均塩分摂取量（g）
の推移、平成28年「国民健康・栄養調査」のデータより筆者作成。
2016年（最新）、成人1日あたりの平均塩分摂取量は、男性
10.7g、女性9.1g。

＜図1＞ 2010年、世界各国における20歳以上の男女平均推定塩
分摂取量（g/1日）、Powles J.他（2013年）の論文を引用・改変。
日本を含む東アジア地域の塩分摂取量が高い。

名古屋大学大学院医学系研究科 国際保健医療学・公衆衛生学 講師　江　啓 発

算定基礎届算定基礎届

エッセイ募集中エッセイ募集中
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　　　　　　　　の
提出はおすみですか

　「算定基礎届」は、健康保険・厚生年金保険の保険給付や保険
料計算の基礎となる大切な届出です。
　まだ、お届けいただいていない場合は、至急日本年金機構に提
出してください。
　算定基礎届を作成された時に従前の標準報酬月額と比べて２等
級以上の差があるときは、月額変更に該当しないか確認をお願い
します。該当する時は、「月額変更届」の提出をお願いします。

算定基礎届算定基礎届算定基礎届算定基礎届

エッセイ募集中エッセイ募集中エッセイ募集中

公的年金制度をテーマにしたエッセイ。
公的年金の大切さ、応募者ご自身や身近な方と公的年金とのかかわり、
公的年金についてのあなたの考えなど、なんでも結構です。
日本語で1,000～2,000文字以内。
氏名、ふりがな、年齢、性別、住所、電話番号、職業または所属（会社名、
学校名等）を明記してください。
内容は応募者本人が創作したもので、未発表のものに限ります。
応募作品は返却しません。

応募作品

入賞作品は日本年金機構ホームページに全文を掲載する（11月中予定）
他、日本年金機構が発行する刊行物への掲載等を行います。
入賞作品の著作権は日本年金機構に帰属します。
受賞者の氏名、年代、性別、住所地の都道府県を公表します。

発　　表

厚生労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、優秀賞、入選
賞状の授与並びに記念品を贈呈します。

賞

一般、学生・生徒（中学生以上）応募資格

日本年金機構　相談・サービス推進部
サービス推進グループ「わたしと年金」担当
〒168-8505　東京都杉並区高井戸西3-5-24

提 出 先

日本年金機構　相談・サービス推進部
サービス推進グループ「わたしと年金」担当
（電話番号）03－5344－1100（代表）

お問い合わせ先

平成30年９月14日（金）　当日消印有効応募締切

平成30年度　わたしと年金

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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社会保険協会からのお知らせ

Ｎｏ.528
記事提供：日本年金機構大曽根地域代表年金事務所
　　　　　全国健康保険協会愛知支部
発　　行：一般財団法人愛知県社会保険協会

〒456-0022
名古屋市熱田区横田１丁目11番６号　フジ神宮ビル８階
☎ ０５２－６７８－７３３０　URL http://www.shaho-aichi.jp/　

社会保険
平成30年7月発行

③ 発行のご案内
　愛知県社会保険協会が契約している下呂温泉、ぎふ長良川温泉、昼神温泉郷の旅館・ホテルにご宿泊の際、
「助成券」を利用すると、１泊につき500円割引となります。

　平成30年３月にご案内いたしましたが、引き続き会員事業所の皆様からのお申し込みをお待ちし
ております。

♨ご利用対象者　会員事業所の被保険者及びそのご家族とその同伴者（ただし小学生以上）
♨ご利用期限　（下呂温泉）平成30年12月31日（月）宿泊分まで
　　　　　　　　 （ぎふ長良川温泉・昼神温泉郷）平成31年３月31日（日）宿泊分まで　

② 発行のご案内
　愛知県社会保険協会の契約対象施設をご利用の際に、「補助券」を利用すると、入浴料金の割引を受ける
ことができます。

♨ご利用対象者　会員事業所の被保険者及びそのご家族　　♨ご利用期限　平成31年３月31日（日）

① 発行のご案内
　愛知県社会保険協会の契約対象施設をご利用の際に、「割引券」を利用すると、お一人様２ゲーム以上の
ご利用で１ゲームが無料となります。

ご利用対象者　会員事業所の被保険者及びそのご家族　　　ご利用期限　平成31年３月31日（日）

申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会保険協会のホームページをご覧ください。

割引券・補助券・助成券  申込募集中割引券・補助券・助成券  申込募集中割引券・補助券・助成券  申込募集中

郵送によるお申し込みのみを受付します

郵送によるお申し込みのみを受付します

郵送によるお申し込みのみを受付します

※上記①～③の割引券等は、平成30年度の社会保険協会費を納入していただいた会員事業所に対して発行いたします。

③「温泉宿泊助成券」「温泉宿泊助成券」

② 発「日帰り入浴利用補助券」「日帰り入浴利用補助券」

①
愛知県社会保険協会 契約対象施設

「ボウリング割引券」「ボウリング割引券」

または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、申込書の用紙等をFAXでお送りいたします。
（申込書をFAXで請求される際、必要な申込書の種類、貴事業所の名称及びFAX番号を記入してください。）

職場の「健康づくり講演会」の講師を紹介します
　愛知県社会保険協会では、職場で働く皆様の健康管理と健康の保持・増進のお
手伝いをするため、会員事業所主催の「健康づくり講演会」の講師にお困りのさ
いに講師（医師関係、栄養専門家、保健体育専門家、著名人）を紹介し、かつ講
演会の開催費用の一部を助成する事業を行っています。健康で明るい人づくり・
職場づくりのためにぜひご利用ください。
　なお、詳細につきましては、愛知県社会保険協会にお尋ねください。
※ 講師名簿は、ホームページに掲載しております。
※ お申込みにつきましては、講演開催予定日の１か月前までにお願いいたします。

　平成30年度社会保険協会費の納入につきまして、早期の納入にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
　なお、納入がお済みでない事業所におかれましては、５月にお送りしております「払込取扱票」により、納入
していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ・お申し込み先 愛知県社会保険協会 TEL  052-678-7330

●医師関係…………３名
●栄養専門家………２名
●保健体育専門家…11名
●著名人……………２名

会費納入のお礼 ご協力ありがとうございました。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 4.84000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


