
※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。  ※2EN60745-2-1規格に基づき測定。

木ネジ 小ネジ
モデルNo. 標準付属品

鉄工 木工

最大穴あけ能力（mm）

最大穴あけ能力（mm）

ネジ締め能力（mm） チャック
能力

（mm）
回転数

(min-1)［回転/分］

質量
（kg）
（バッテリ含む）

1充電あたりの作業量（目安）／穴あけ※1

1.5
～13

○ビット2-65
フック
＋高速 0～1,550

低速 0～400φ10×90 6
1.7

13

木ネジ 小ネジ
モデルNo. 標準付属品

ネジ締め能力（mm） チャック
能力

（mm）
回転数

(min-1)［回転/分］

質量
（kg）
（バッテリ含む）

1.5
～13

本機寸法
（長さ×幅×高さ）
（mm）

振動3軸合成値
    （m/s2）※2

185×
79×260

本機寸法
（長さ×幅×高さ）
（mm）

199×
79×260

○ビット2-65
フック
＋

HP480D

DF480D

高速
0～1,550
低速
0～400

打撃数
(min-1)［回/分］

高速
0～23,000
低速
0～6,000

φ10×90 6
1.7

鉄工コンクリート
ブロック 木工

13 38

38

13

木工キリφ9mm
ラワン（厚さ30mm）

φ6×75mm
SPF

φ9×75mm
SPF

ー
1.6185×

79×259DF470D

1充電あたりの作業量（目安）／ネジ締め※1

1充電あたりの作業量（目安）／穴あけ※1
振動3軸合成値
    （m/s2）※2超硬ドリルφ8mm

レンガ（深さ30mm）
木工キリφ9mm
ラワン（厚さ30mm）

φ6×75mm
SPF

φ9×75mm
SPF

1充電あたりの作業量（目安）／ネジ締め※1

7.0（震動ドリル）
＜2.5（ドリル）

199×
79×259HP470D 1.6 8.0（震動ドリル）

＜2.5（ドリル）

錐径
（mm）

長さ
（mm）

最大穿孔
  能力（mm） 部品番号 価　格

●超硬ドリル［HP470D・HP480D用］
コンクリート・石材などの穴あけ用

長さ

3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.3

9.0

9.5

10.0
10.5

11.0

12.0
12.5
12.7

85

100

150
120

150

120

150

45

55

A-42260
A-42276
A-42282
A-42298
A-42307
A-42313
A-42329
A-42335
A-42341
A-42357
A-42363

650円

錐径
（mm）

長さ
（mm）

最大穿孔
  能力（mm） 部品番号 価　格 錐径

（mm）
長さ

（mm）
最大穿孔
  能力（mm） 部品番号 価　格

5.4
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0

7.5

8.0

8.5

100

125
90

125

100
125

55

70
60

70

75
70

A-42379
A-42385
A-42391
A-42400
A-42416
A-42422
791028-6
A-42438
A-42444
791008-2
A-42450

650円

700円

850円
1,300円
950円
1,000円

1,000円

90
95

90

95

90

A-42466
711058-1
A-42472
A-42488
A-42494
791009-0
A-42503
A-42519
A-42525
A-42531

1,300円
1,600円

1,300円

1,400円
1,300円
1,500円

1,700円

コンパクト&高耐久&ハイパワー
オールメタルギヤDCブラシレスモータ + 穴あけ・締付けの“快適”を絶妙なバランスで融合

▼ HP470DRGX

▼ DF470DRGXB

▼ HP480DRGX

石工：φ13mm　木工：φ38mm　鉄工：φ13mm
最大穴あけ能力

※HP470D/480Dのみ

先端形状 部品番号 価 格

A-59586 1,500円
A-59592 1,900円

A-59570 1,300円ノ
ー
マ
ル

A-59617 1,500円
A-59623 1,900円

A-59601 1,300円

長さ
（mm）

梱包
数

120 3
150 3

90 3

120 3
150 3

90 3
No.2
両頭

No.2
両頭

ス
リ
ムマグネット付

「圧倒的」超耐久！

高負荷に強い
高負荷ほどネジ頭のグリップ
力が強くなり打ち損じ減少！
テクスネジも打ち込みやすい！

らせんバネ形状が締付け時にビス頭
をしっかりグリップ。カムアウト防止！

ツイスト
着座時の衝撃を吸収。刃先
の破損を防ぎ、寿命が向上。

トーション&

※機器仕様により使用できない場合があります。

●2口急速充電器

DC18RD
部品番号JPADC18RD
26,700円
充電完了メロディ付♪

●リチウムイオンバッテリ ※Li-ion4.0Ah以上のバッテリは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている
   製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

1
4
.4
V

1
8
VBL1460B

部品番号 
A-60660  
21,200円

BL1860B
部品番号 
A-60464  
23,200円

2本“同時に”急速充電！

スマートフォン等が充電可能（USB）

●急速充電器
DC18RC
部品番号JPADC18RC
16,000円

充電完了
メロディ付♪

残容量
表示

自己
故障診断

Li-ion 残容量
表示

自己
故障診断

Li-ion

1
4
.4
V

HP470DRMX

HP470DRTX

HP470DZ

HP470DRGX
6.0Ah ： BL1460B

5.0Ah ： BL1450

4.0Ah ： BL1440

6.0Ah ： BL1460B

5.0Ah ： BL1450

4.0Ah ： BL1440

本体のみ

HP470DRGX：青

HP470DRTX：青

HP470DRMX：青

HP470DZ：青

充電式震動ドライバドリル

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ・充電器
ケース別売

1
8
V

HP480DRMX

HP480DRTX

HP480DZ

HP480DRGX

本体のみ

HP480DRGX：青

HP480DRTX：青

HP480DRMX：青

HP480DZ：青

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ・充電器
ケース別売

1
4
.4
V

DF470DRMX

DF470DRTX

DF470DZ

DF470DRGX

本体のみ

DF470DRGX：青

DF470DRTX：青

DF470DRMX：青

DF470DZ：青

充電式ドライバドリル

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ・充電器
ケース別売

1
8
V

DF480DRMX

DF480DRTX

DF480DZ

DF480DRGX
6.0Ah ： BL1860B

5.0Ah ： BL1850

4.0Ah ： BL1840

6.0Ah ： BL1860B

5.0Ah ： BL1850

4.0Ah ： BL1840

本体のみ

DF480DRGX：青

DF480DRTX：青

DF480DRMX：青

DF480DZ：青

DF470DRGXB：黒

DF470DRTXB：黒

DF470DRMXB：黒

DF470DZB：黒

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ×2本
充電器・ケース付

バッテリ・充電器
ケース別売

＜DRGX（高速）＞約510コ
＜DRTX（高速）＞約430コ
＜DRMX（高速）＞約350コ

＜DRGX（高速）＞約1,560コ
＜DRTX（高速）＞約1,300コ
＜DRMX（高速）＞約1,080コ

＜DRGX（高速）＞約660コ
＜DRTX（高速）＞約550コ
＜DRMX（高速）＞約440コ

＜DRGX（高速）＞約320本
＜DRTX（高速）＞約270本
＜DRMX（高速）＞約220本
＜DRGX（高速）＞約420本
＜DRTX（高速）＞約350本
＜DRMX（高速）＞約280本

＜DRGX（低速）＞約150本
＜DRTX（低速）＞約130本
＜DRMX（低速）＞約110本
＜DRGX（低速）＞約210本
＜DRTX（低速）＞約190本
＜DRMX（低速）＞約140本

＜DRGX（高速）＞約2,100コ
＜DRTX（高速）＞約1,850コ
＜DRMX（高速）＞約1,480コ

＜DRGX（高速）＞約1,560コ
＜DRTX（高速）＞約1,300コ
＜DRMX（高速）＞約1,080コ

＜DRGX（高速）＞約320本
＜DRTX（高速）＞約270本
＜DRMX（高速）＞約220本
＜DRGX（高速）＞約420本
＜DRTX（高速）＞約350本
＜DRMX（高速）＞約280本

＜DRGX（低速）＞約150本
＜DRTX（低速）＞約130本
＜DRMX（低速）＞約110本
＜DRGX（低速）＞約220本
＜DRTX（低速）＞約190本
＜DRMX（低速）＞約150本

＜DRGX（高速）＞約2,220コ
＜DRTX（高速）＞約1,850コ
＜DRMX（高速）＞約1,480コ

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■振動3軸合成値の詳細は JEMA〔( 社 ) 日本電機工業会〕ウェブサイト:
　(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2016年5月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z14477E1 MCIA2-201605

主要機能

別販売品

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

充電式震動ドライバドリル　HP470D/480D

充電式ドライバドリル　　　DF470D/480D

※使用している先端工具は別販売品です。
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DRGX/Bのみ

残容量
表示

自己
故障診断

「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル新登場！「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル新登場！



約36分充電 約36分充電

充電式震動ドライバドリル
HP470D

充電式ドライバドリル
DF470D

充電式震動ドライバドリル
HP470D

DCブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久
エネルギー効率が良く、高出力。
そして高耐久＆メンテナンスフリー、
豊富な1充電あたりの作業量も実現！

過酷な現場環境から、ボディやパーツを
守り抜くテクノロジー。

「アプト」
防滴•防じんの最高峰

Advanced Protection Technology

写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計
されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

※ 注意：

「 防 滴 」

この様な環境下での作業は
行わないでください。

※

「防じん」

この様な環境下での作業を
推奨するものではありません。

※

60N・m
48N・m

実用性に優れたパワー

最大トルク

最大トルク

185mm
コンパクトボ ディ

［全長］

※数値はDF470D/480D。
HP470D/HP480Dは199mm。

コンパクト×ハイパワー×高耐久！

Li-ion14.4V

Li-ion18V

約55%アップ!※1

※1 当社従来14.4V機比
約25%アップ!※1 

薄型ギヤで
「小型化」

オ ー ルメタル ギヤ

DCブラシレスモータ採用！狭所作業もパワフルにこなす！

多数ギヤで
「高耐久」&

●16段クラッチ＋直結
●高速・低速 ２スピード
●握りやすいソフトグリップ
●ワンスリーブチャック

バッテリ残容量表示 高輝度LEDライト
（回転前点灯）

約55分充電

本体のみ 本体のみ

約55分充電

Li-ion Li-ion

HP470DZ
標準小売価格21,900円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器・ケース別売

青 HP480DZ
標準小売価格23,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器・ケース別売

青

HP470DRMX
標準小売価格60,000円（税別）
バッテリBL1440×2本
充電器DC18RC・ケース付

青 HP480DRMX
標準小売価格64,100円（税別）
バッテリBL1840×2本
充電器DC18RC・ケース付

青

充電式震動ドライバドリル
Li-ion 14.4V Li-ion 18V

3modes

HP470DRGX
標準小売価格64,600円（税別）
バッテリBL1460B×2本
充電器DC18RC・ケース付

青 HP480DRGX
標準小売価格68,600円（税別）
バッテリBL1860B×2本
充電器DC18RC・ケース付

青

約45分充電

Li-ion

約45分充電

Li-ionHP470DRTX
標準小売価格63,700円（税別）
バッテリBL1450×2本
充電器DC18RC・ケース付

青 HP480DRTX
標準小売価格67,800円（税別）
バッテリBL1850×2本
充電器DC18RC・ケース付

青

約36分充電 約36分充電

約55分充電

本体のみ 本体のみ

約55分充電

Li-ion Li-ion

DF470DZ　/B
標準小売価格20,900円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器・ケース別売

青 黒 DF480DZ
標準小売価格22,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器・ケース別売

青

DF470DRMX　/B
標準小売価格59,000円（税別）
バッテリBL1440×2本
充電器DC18RC・ケース付

青 黒 DF480DRMX
標準小売価格63,100円（税別）
バッテリBL1840×2本
充電器DC18RC・ケース付

青

充電式ドライバドリル
Li-ion 14.4V Li-ion 18V

2modes

DF470DRGX　/B
標準小売価格63,600円（税別）
バッテリBL1460B×2本
充電器DC18RC・ケース付

DF480DRGX
標準小売価格67,600円（税別）
バッテリBL1860B×2本
充電器DC18RC・ケース付

青

▲ 写真はHP480Dです。

φφ13mmmm鉄 工鉄 工
φ13mmmm石 工石 工

φ3838mmmm木 工木 工
φ3838mmmmコアでの穴あけコアでの穴あけ
φ38mm
インパクト用ホールソー使用時

コアでの穴あけ
φ13mm
鉄工キリ使用

鉄 工
φ13mm
超硬ドリル使用
（HP470D/HP480Dのみ）

石 工
φ38mm
木工キリ使用

木 工

青 黒

約45分充電

Li-ion

約45分充電

Li-ionDF470DRTX　/B
標準小売価格62,700円（税別）
バッテリBL1450×2本
充電器DC18RC・ケース付

DF480DRTX
標準小売価格66,800円（税別）
バッテリBL1850×2本
充電器DC18RC・ケース付

青青 黒

HP470DRGX
DF470DRGX
（14.4V） 約1,560本
HP480DRGX
（18V） 約2,100本
DF480DRGX
（18V） 約2,220本

残容量
表示

自己
故障診断

■どのバッテリが満充電か、パッとわかる。
■バッテリ故障もその場でお知らせ。

これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ！

残容量表示
4段階

点滅で「故障」
2個交互

確認ボタンを押したら…

確認ボタンを押したら…

1充電あたりの作業量（目安）
木工キリ φ9mm ラワン （厚さ30mm）

ダブルで新搭載！
6.0Ahバッテリ（BL1460B/1860B）にLi-ion

6.0Ah

「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル新登場！

Li-ionLi-ion

Li-ionLi-ion

標準小売価格20,90
本体の

00
電器・ケース別売

20,90
のみ／バッテリ・充電

のみ 0
標準小売価標 格21,900円（税別）
本体のみ本 ／バッテリ・充電器・ケース別売

電式ドライバド充電


	DF470D_HP470D_J1_layout_6.0Ah追加
	DF470D_HP470D_J2_layout_6.0Ah追加


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /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 0.0000
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /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 0.0000
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


