
市村政美がご案内するＷＣ観戦＆大会コース滑走                 
 

 
 
「白いサーカス」とも呼ばれるワールドカップアルペンスキー大会の中で、アスリート達にとっても特別な大会と言われる、キ
ッツビュール・ハーネンカム大会。1976 年この大会にてスラローム 7 位という成績を残し、その後の日本のアルペンスキーが
躍進するきっかけを作ったと言われ、現在もレーシングスキーの指導にあたっているスキーヤー市村政美がご案内します。 
世界各国からサポーターが訪れ、盛り上がりを見せる大会観戦ツアーです。アルペンスキーの神髄を肌で感じ、アスリート
の鼓動を直接感じることのできる貴重な体験となるでしょう。 

（イメージ：スラロームゴールエリア 2014 年大会） 

■ 旅行期間：２０１６年 １月２１日（木）～１月３０日（土）   

■ 旅行代金： お一人様 ５９７,０００円 （1 室 2 名様利用） ※1 室 1 名様利用追加代金・・・１４８,０００円   
 

※上記、会費（旅行代金）の中には、「成田空港施設使用料」、「旅客保安サービス料」、「現地空港税」、「航空保険料」、

燃油高騰に伴う「燃油特別付加代金」は含まれておりません（これらの合計約￥60,010 は、ご請求時の為替レートに

て変動がございます。実費を旅行代金に加算して請求させていただきます） 。 

※上記旅行代金には、裏面の日程表に明記された航空運賃、空港～ホテル間の送迎車手配代金、宿泊代金、日程表

に明記された食事代金、市村政美同行諸費用、1/22 入場料、1/23-24 VIP AREA チケット(ゴールエリアサイド・立ち

席、飲み物＆スナックサービス付)、1/25-27 間の 3 日間のリフト券料金が含まれます。チップ等の個人的諸経費、旅

行保険代金等は含まれておりません。 

※短い日程でのご参加をご希望の方は、担当者までご相談下さい。 

 

■ 少催行人数：６名様 （定員１６名様予定）  

■ 利用予定航空会社：オーストリア航空、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、全日空他  

■ 利用予定ホテル：キッツビュール Schloss Münichau または同等クラス、インスブルック ３～４ツ星クラス 

■ 食事：朝８回、昼０回、夕８回 ※昼食は含まれておりません。 

■ ツアーリーダー：市村政美が成田空港より同行いたします。 

■ お申込み方法・・・お電話、ＦＡＸ、E メールにて、下記アトラストレックへお申込みください。 

お申込書一式をお送りいたします。書類到着後、必要書類にご記入の上ご返送いただき、書類に記載された指定の口

座へお申込金（お一人様 5 万円）をお振込みください。   

 

  旅行企画：スキー冬龍門   

代表・市村政美 東京都調布市 1-14-42  TEL:042-481-2413 FAX:042-481-2410 

http://www.tohryumon.co.jp  E メール ski@tohryumon.co.jp 

 

  旅行募集・実施 株式会社アトラストレック   
 

観光庁長官登録旅行業第１１６７号  （社）日本旅行業協会正会員 旅行業務取扱主任者 舘野淳子      

＜東京＞〒160-0008 東京都新宿区三栄町２５ 三栄ハウス２０２  TEL （０３）３３４１－００３０ ＦＡＸ（０３）３３４１－９２００  

※この度のご旅行のお取り扱いは、株式会社アトラストレック東京本社にて承ります。  

担当：羽田（はた）、黒澤（くろさわ） E メール  info@atlastrek.co.jp 



■ワールドカップ アルペンスキーの楽しみ方 

アルペンスキー・ワールドカップ (Alpine skiing World Cup) は国際

スキー連盟 (FIS) が 1967 年から毎冬実施しているアルペンスキー

大会です。世界選手権、オリンピックと並ぶ重要な大会です。また、

世界中を転戦することから「白いサーカス」とも呼ばれています。 

（イメージ： SL スタート） 

 

毎年 12 月から 3 月にかけて、約 10-20 試合を転戦します。各試合

の上位者にはポイントが付与され、シーズン総合で も多くのポイン

トを得た選手が年間総合優勝となります。 

 

■キッツビュール ハーネンカム大会 

2016 年で、第 76 回となる世界 大級のアルペンレースのひとつで

す。ウェンゲンのラウバーホルン大会と並ぶクラシックレースの一つ

です。また、ワールドカップでもっとも危険なダウンヒルとも言われて

います。通常であれば、大会日程は、金曜日：スーパーG＆スーパ

ー・コンバインド（スーパーG＋スラローム 1 本）、土曜日：ダウンヒル、

日曜日：スラロームとされています。  

公式ウェブサイト http://www.hahnenkamm.com 

 

■アルペンスキーレーサー市村政美氏が同行します。 

 

市村 政美 

（いちむら まさみ、1950 年 12 月 29

日生まれ）は、日本のアルペンスキ

ー選手。1970 年代の日本スキー界で

活躍した。（当時は）ヤマハ所属。群

馬県利根郡水上町（現在のみなかみ

町）出身。現在は競技スキーを専門

とするスキースクール冬龍門の代表

を務める。 

【経歴】1972 年 札幌オリンピックに出

場。大回転 3 分 15 秒 34 で 15 位、回

転 1 分 54 秒 83 で 17 位。1977 年 1 月 24 日 オーストリア・キッツビュ

ーエルで行われたFISワールドカップ男子回転第5戦ハーネンカム大

会にて 7 位入賞の快挙を成し遂げた。当時、日本スキー界は世界の

中でもジリ貧で、ワールドカップポイントは万年 下位であった。しか

し、市村がこのすべりで 4 ポイントを得たことからこの年日本は 下

位を脱出。今日の浮上への足がかりとなったのである。1978 年 スイ

ス・サンモリッツ世界選手権に出場。回転 1 分 50 秒 63 で 26 位。 

（参考：Wikipedia） 

‘70～’78 全日本ナショナルチーム在籍 

’72 札幌冬季オリンピック代表 

’74 サンモリッツ世界選手権代表 

’76 インスブルック冬季オリンピック代表 

’76 キッツビュールワールドカップ SL7 位 

’76 ガルミッシュパルテンキルヘン世界選手権代表 

‘79～’91 全日本ナショナルチーム、ジュニアコーチを歴任 

（財）全日本スキー連盟公認技術代表/A 級セッター/正指導員 

 

 

■ワールドカップ大会観戦の魅力 

大会開催中のキッツビュールスキー場は、何万人というアルペンス

キー・サポーターに観客席は埋まります。世界中のアルペンスキーフ

ァンとの交流や、地元キッツビュールスキー場や関係者のもてなしも

魅力。公開ドローの盛り上がりを肌で感じたり、贔屓の選手を応援す

るもよし、日本代表の応援も欠かせない楽しみの一つ。同行する市

村政美による、生の解説と、選手目線の世界レベルの大会観戦が楽

しめる、かつてない旅のスタイルです。世界 高峰のレースを盛り上

げる一員として赴き、選手の熱いアルペン魂を共有することができる

のも魅力です。 

 

■2016 年第 76 回ハーネンカムレースの見どころ!? 

前年のハーネンカム大会の各種目の覇者の連覇なるか・・・、急成

長中や注目選手の動向は・・・？全日本ナショナルチームの挑戦はい

かに・・・、などなど。 

 

■キッツビュールスキー場 

（イメージ：スラロームコース全景。画像下部の気球が待機している

場所がダウンヒルコースのゴール前エリアです。） 
 
キッツビュール（Kitzbühel）は、オーストリアのチロル州にある都で

す。キッツビュール郡の郡庁所在地。1931 年よりアルペンスキー・ワ

ールドカップの中でも も国際的に注目度の高い大会の一つである

ハーネンカム大会が開催されるなど、オーストリアが誇るウィンタース

ポーツのメッカの一つとしても知られています。日本では"Kitzbühel"
の綴りを基に「キッツビューエル」と呼ばれることもあるが、実際の発

音はキッツビュール）である。 
公式ウェブサイト  http://www.kitzbuehel.eu/ 

 

■宿泊ホテル～市村氏が現役時に使用した宿 

 

Schloss Münichau。 

選手時代の市村政美氏

が投宿した宿が健在！

大会会場からは少し離

れた場所ですが、静か

な環境が魅力なのと、

かつての日本のアルペ

ンスキーの黎明期に選

手が過ごした時代を感

じることができます。 

 

 

 

 

ウェブサイト

http://www.muenichau.com/en/hotel-kitzbuehel/the-hotel.html 



《 ワールドカップ・キッツビュール⼤会 2016 観戦ツアー 10 ⽇間 》 

 

NO ⽉⽇ 都市名 時間 交通機関 摘要 ⾷事

１ １⽉ 21 ⽇ 
（⽊） 

成 ⽥ 空 港 発 
ウ ィ ー ン 着 
ウ ィ ー ン 発 
インスブルック着 
キ ッ ツ ビ ュ ー ル 

12:15 
16:10 
17:15 
18:15 

夜 

OS-052
 

OS-901
送迎⾞

空路、オーストリア航空他にて、ウィーン経由、
インスブルックへ。到着後、送迎⾞にてキッツビ
ュールへ移動します。       【ホテル泊】

---
機⾷
⼣⾷

２ １⽉ 22 ⽇ 
（⾦） キ ッ ツ ビ ュ ー ル 午前 

午後 （ｽｷｰ) 
午前中、休養。午後よりキッツビュールのスキー
場にてフリースキー。可能であれば、⼣⽅公開ド
ロー会場に⾜を延ばします。    【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

３ １⽉２3 ⽇ 
（⼟） キ ッ ツ ビ ュ ー ル 午前 

午後 滞在 終⽇、ワールドカップ⼤会の観戦（男⼦ダウンヒ
ル他）へ。            【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

４ １⽉２4 ⽇ 
（⽇） キ ッ ツ ビ ュ ー ル 午前 

午後 滞在 終⽇、ワールドカップ⼤会の観戦（男⼦スラロー
ム他）へ。            【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

５ １⽉２5 ⽇ 
（⽉） キ ッ ツ ビ ュ ー ル 午前 

午後 スキー
終⽇、キッツビュールのスキー場にてフリースキ
ー。開会コース（ダウンヒルコース＆スラローム
コース)滑⾛。           【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

６ １⽉２6 ⽇ 
（⽕） 

キ ッ ツ ビ ュ ー ル 
周 辺 の ス キ ー 場 
キ ッ ツ ビ ュ ー ル 

午前 
 

午後 
スキー
送迎⾞

半⽇スキー場に滞在。送迎⾞にて、周辺の別のス
キー場へ移動します。       【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

７ １⽉２7 ⽇ 
（⽔） 

キ ッ ツ ビ ュ ー ル 
周 辺 の ス キ ー 場 
キ ッ ツ ビ ュ ー ル 

午前 
午後 スキー 終⽇スキー。 

【ホテル泊】
朝⾷
---
⼣⾷

８ １⽉２8 ⽇ 
（⽊） 

キ ッ ツ ビ ュ ー ル 
イ ン ス ブ ル ッ ク 

午前 
午後 送迎⾞

朝⾷後、送迎⾞にてキッツビュールを後に、インス
ブルックへ移動します。到着後、市内観光。   

【ホテル泊】

朝⾷
---
⼣⾷

９ １⽉２9 ⽇ 
（⾦） 

インスブルック発 
ウ ィ ー ン 着 
ウ ィ ー ン 発 

11:15 
12:20 
13:10 

OS-904
 

OS-051
朝⾷後、空港へ移動。空路、ウィーン経由、帰国の
途へ。                【機中泊】

朝⾷
機⾷
機⾷

10 １⽉ 30 ⽇ 
（⼟） 成 ⽥ 空 港 着 08:25  成⽥空港に到着。通関後、解散となります。 機⾷

---

＊天候等の現地事情により、交通機関、宿泊施設が予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 

●時間帯の⽬安 

早朝 朝 午前 午後 ⼣刻 夜 深夜 

      04：00     06：00    08：00    12：00    16：00    18：00     23：00    04：00 

 

 

 
 



 

 
●募集型企画旅行契約 
１．この旅行は株式会社アトラストレック（東京都新宿区三栄町２５番地三栄ハウス２０２ 
観光庁長官登録旅行業 116７号・以下「当社」という）が企画、募集、実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 
２．募集型企画旅行契約の内容・条件は募集パンフレット・本旅行条件・出発前にお渡し
する 終旅行日程表等の確定書面及び当社募集型企画旅行契約約款（以下「約款」と
いう）によります。 
３．確定した航空機の便名及び宿泊施設が記載された確定書面（ 終日程表等）はご旅
行開始日の５日前まで（ご旅行開始日の８日前以降にお申し込みの場合はご旅行開始
日当日まで）にお渡し致します。 
 
●旅行のお申し込み 
１．当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。尚、
申込金の受理を以て本旅行契約の成立とします。 
２．当社は電話による募集型企画契約の予約申込みを受けることがあります。この場合、
電話による予約申込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただ
きます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったも
のとして取り扱う場合がございます。 
 
●旅行代金のお支払い 
１．お申込金：お申し込みと同時にパンフレット裏表紙に明記された銀行へお振り込み下
さい。なお、お申込書をご提出またはご予約いただいた営業所に対応した銀行へお振り
込み下さい。 
 
お申込金：￥５０，０００ 
 
２．残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって３０日目にあたる日より前にお支
払いいただきます。 
 
●旅行代金に含まれるもの 
１．旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースにより等級が
異なります。） 
２．旅行日程に明示した送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭と宿泊場所） 
３．旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料） 
４．旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（２人部屋に２人づつの宿泊を
標準とします）但し、コースにより民宿、ロッジ、テント、山小屋などとなります（コースごと
に明記）。 
５．旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金 
６．手荷物の運搬料金（運輸機関の定める規定重量、容積、個数の範内） 
７．団体行動中の心付け、チップ 
８．ツアーリーダー付コースのツアーリーダー同行費用 
９．その他、旅行日程に明記した費用 
※上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはい
たしません。 
 
●旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 
１．渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料及び渡航
手続取扱料金等） 
２．超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超える分について） 
３．クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加
飲食等個人的性質の 諸費用及びそれに伴う税・サービス料金 
４．お１人部屋を使用される場合の追加料金 
５．お客様の傷害疾病に関する医療費 
６．日本国内の空港施設使用料 
７．日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通・宿泊費 
８．旅行日程中の空港税等（日本国内通行税を含む） 
９．添乗員 
10．希望者のみ参加するオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金 
 
●お申込み締切日  各出発日の 30 日前 （ただし満員になり次第締切らせていただき
ます。） 
 
● 少催行人員  各コースに記載 

少催行人員に達しない場合は旅行を中止することがあります。ただし、旅行前日から
起算してさかのぼって２３日目にあたる日より前までにお客様にその旨を通知した場合に
限ります。 
 
●取消料 
お申込み後、お客様の都合で参加を取消される場合、次の取消料をお支払いいただきま
す。 
別表１【海外旅行にかかる取消料】 
※取消料の算定基礎となる旅行代金とは一人部屋追加代金、延泊による宿泊料金、航
空機の等級変更による差額料金・運賃等の追加代金を含めた合計額です。 
※ピーク時とは 12 月 20 日～１月７日発、4 月 27 日～5 月 6 日発、7 月 20 日～8 月 31
日発を指します。 
 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日がピーク時（※）の旅行であって、旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって 40 日目～31 日目 

旅行代金の 10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目～3 日目 旅行代金の 20％
旅行開始日の前々日、前日、当日 旅行代金の 50％
旅行開始後の解除又は、無連絡不参加 旅行代金の 100％

※下記の場合、取消料をお支払いいただくことなく参加を取り消すことができます。 （一
部例示） 
 
①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。 
ａ．旅行開始日又は終了日の変更 
ｂ．入場する観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更 
ｃ．運輸機関の種類又は運送会社の変更 
ｄ．運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 
ｅ．宿泊施設の変更又は宿泊施設の種類の変更 

ｆ．宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更 
②旅行代金が増額された場合 
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合    
④当社の責に帰すべき事由により、当社の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。 
 
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準 
このご旅行条件及びご旅行代金は２０１４年１２月１６日を基準としております。また、旅
行代金は２０１４年１２月１６日以降に出発する旅行に適用する運賃として予定されている
航空運賃・適用規則を基準としています。 
 
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更させていただきます。       
１．利用する運輸機関の運賃・料金が改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を
増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって１５日目にあたる日
より前にお客様に通知します。 
２．前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増額、又は減少したとき
は 、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 
※参加者が定員に達しない場合は催行中止もしくは出発日が変更になることがございま
す 。 
 
《お申込み条件》 
  １５歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。（但し、一部コー
スは除きます。）１５歳以上１８歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必
要です。７５歳以上の方は健康診断書の提出をお願い致します。場合によっては、ご参
加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。     
 
●当社の責任及び免責 
１．当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる
者の故意または過失に   
より、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、目的地
固有の事情により、法律上又は事実上手配代行者の選択の余地がない場合において、
当社がパンフレットに手配代行を明示したときは、当該代行者の行為については責任を
負いません。 
２．お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合において当社は本項１．
の責任は負いません。但し、当社あるいは当社が本項１．に基づいて責任を負う手配代
行者の過失が証明されたときは、この限りではありません。    
●天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止。●運輸、宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止。●日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による
隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。●自由行動中の事
故。●食中毒。●盗難。●運輸機関の遅延、不通、スケジュールの変更・経由変更など、
又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地、滞在時間の短縮。 
３．手荷物について生じた本項１．の損害については、損害発生の翌日から起算して２１
日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。 
 
●特別補償 
当社は（当社の責任及び免責事項）の項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問
わず特別補償規定（当社営業所に備えつけてあります。）の定めるところにより、お客様
がご旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あら
かじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。 
この補償金支払いの後、当社が前項１．の責任を負うこととなったときは、この補償金は
当社が負うべき損害賠償金の一部（又は全部）に充当いたします。 
 
●その他 
ここに記載のない事項については、当社旅行業約款（募集型企画契約）によります。当社
旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。 
 
●旅程管理 
旅行中に旅程管理業務を行う現地手配業者等の連絡先は、 終日程表等の確定書面
にてお知らせ致します。 
 
●旅程保証 
１．旅行日程に別表１の※に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行約款（募集型企
画契約）に規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の１％～５％に相当する額の
変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は
旅行代金の１５％を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1000
円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金に算定基礎となる旅行代金
とは、一人部屋追加代金、延泊による延泊料金、航空機の等級の変更による差額運賃・
料金等の追加代金を含めた合計額です。 
２．パンフレットまたは募集要項に表示した旅行日程に含まれる、航空便などの運送機関
の乗継地・経由地は、前記１．の旅程保証の対象となる「旅行目的地」には含まれませ
ん。 
３．パンフレットまたは募集要項に含まれるハイキング、トレック及び登山活動の行程は、
全て一般的なモデル行程であり天候などの現地状況、およびご参加のいただいたお客
様の体調などによって必要に応じて変更される場合がございます。これらのハイキング、
トレック及び登山活動の行程中に表記された地名や宿泊地は前記１．の旅程保証の対
象となる「旅行目的地」には含まれません。 
 

 
 
 
 

 旅行条件作成日：2014 年 12 月 16 日 

■海外旅行保険加入のおすすめ 
お客様が旅行中破られた損害は当社または運輸機関により補償されない場合があり
ます。また、補償請求の相手方が外国の運輸機関、各種施設あるいは個人等の場合
には賠償をとりつけるのは容易ではありません。国情により賠償額が非常に少ないこ
ともございます。従いましてお客様ご自身及び携行品等には必ず保険をかけられるよ
うおすすめします。詳細は当社係員におたずね下さい。 

ご旅行条件(要約) 
★ お申込みの際には必ずこの条件書を十分お読み下さい。 

本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 による取引条件説明書面及び同法 12 条の 5 による契約書面の一部となります。 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /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


