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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券 愛称：夢こよみ

受益者のみなさまへ

投資家のみなさまにはご愛顧賜り、 厚く御礼申し上げます。

ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）は、このたび第68期の決算を行いました。

当ファンドは、新興国の通貨建て公社債を主要投資対象とし、相対的に利回りが高く質の高い成長が期待さ

れる国を複数選定し投資することで、主として利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざし、運用を

行ってまいりました。

当作成期は、トルコリラが対円で下落したものの、債券の利子収益を享受したことに加え、メキシコペソが

対円で上昇したことや、トルコの金利が低下したことなどにより、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇

しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

引き続き、新興国の通貨建て公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざ

します。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

第63期（決算日：2017年１月13日）
第64期（決算日：2017年２月13日）
第65期（決算日：2017年３月13日）
第66期（決算日：2017年４月13日）
第67期（決算日：2017年５月15日）
第68期（決算日：2017年６月13日）

作成対象期間
（2016年12月14日～2017年６月13日）

第68期末（2017年６月13日）

基準価額 6,955円

純資産総額 820百万円

第63期～第68期

騰落率 5.9％

分配金合計 420円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
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・ 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの
運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・ 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意くださ
い。

・ 当ファンドは、新興国の通貨
建て公社債等を実質的な主要
投資対象とし、利子収益の確
保および値上がり益の獲得を
めざしますが、特定の指数を
上回るまたは連動をめざした
運用を行っていないため、ま
た、値動きを表す適切な指数
が存在しないため、ベンチ
マークおよび参考指数はあり
ません。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第63期～第68期：2016/12/14～2017/６/13）

基準価額の主な変動要因

基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ5.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

上昇要因
メキシコペソが対円で上昇したことやトルコの金利が低下したこと、債券
の利子収益を享受したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
トルコリラが対円で下落したことなどが、基準価額の下落要因となりまし
た。

第63期首： 6,987円
第68期末： 6,955円

（既払分配金 420円）
騰落率 ： 5.9％

（分配金再投資ベース）



（2016年12月14日～2017年６月13日）

項目
第63期～第68期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 48円 0.710％ (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×

            （作成期中の日数÷年間日数）

(投信会社) (21) (0.315) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算

出、目論見書等の作成等の対価

(販売会社) (25) (0.368) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の

情報提供等の対価

(受託会社) ( 2) (0.026) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の

実行等の対価

(b) その他費用 7  0.097  (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷

               作成期中の平均受益権口数

(保管費用) ( 6) (0.095) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われ

る費用

(監査費用) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 55  0.807  

作成期中の平均基準価額は、6,806円です。

（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、

簡便法により算出した結果です。

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含

みます。

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じ

たもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
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１万口当たりの費用明細
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最近５年間の基準価額等の推移について （2012年６月13日～2017年６月13日）

・ 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの
運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・ 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

・分配金再投資基準価額は、2012年６月13日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

当ファンドは、新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめ
ざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存
在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

・ 2013年５月21日に約款・目論見書の運用方法の変更を行い、投資対象を世界の資源国の公社債等から新興国の公社債等
に変更、投資対象国を３ヵ国程度から複数に変更しています。したがって、上記の 近５年間の基準価額の推移および
年間騰落率については、設定日から2013年５月20日までの期間は変更前の運用方法による実績であり、現在の運用方法
による実績と異なります。

最近５年間の年間騰落率

2012/６/13 2013/６/13 2014/６/13 2015/６/15 2016/６/13 2017/６/13
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 10,931 13,116 12,454 11,467 8,146 6,955
期間分配金合計（税込み）（円） － 335 1,200 1,200 1,200 1,020
分配金再投資基準価額騰落率 － 23.0％ 4.6％ 1.5％ －19.4％ －1.6％
純資産総額（百万円） 546 655 2,033 1,278 531 820

・ ファンド年間騰落率は、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的な
パフォーマンスを示すものです。実際のファンドにおいては、分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なり、また
課税条件によっても異なるため、上記の騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意ください。
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投資環境について （第63期～第68期：2016/12/14～2017/６/13）

◎債券市況
・トルコの金利は低下しました。また、
メキシコは、短期ゾーンの金利は上昇
した一方、長期ゾーンの金利は低下し
ました。2017年１月半ばにかけては、
米国の早期利上げ観測が高まったこと
などから、トルコ、メキシコの金利は
上昇した局面があったものの、２月に
開催された米連邦公開市場委員会（Ｆ
ＯＭＣ）にて米国の早期利上げが示唆
されなかったことなどを背景に、トル
コ、メキシコの金利は低下に転じまし
た。その後、５月までは両国の金利は
もみ合う展開となりましたが、５月以
降、米国の追加利上げペースが穏やか
になるとの観測などから、トルコにお
いても追加利上げ観測が後退したこと
などもあり、作成期を通じてみると、
トルコの金利は低下して終えました。
一方、メキシコでは、メキシコ中央銀
行が2016年12月、2017年２月、３月の
利上げに引き続き、５月にかけても利
上げを継続したことが短期ゾーンの金
利の上昇要因となり、作成期を通じて
みると、短期ゾーンの金利は上昇した
一方、長期ゾーンの金利は低下して終
えました。

（注）現地日付ベースで記載しております。
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◎為替市況 
・トルコリラは対円で下落しましたが、
メキシコペソは対円で上昇しました。

・トルコでは、2017年１月にかけて、イ
スタンブールにおいてテロが相次ぎ発
生し、地政学リスクが高まったことな
どを背景に、トルコリラは対円で下落
しました。その後、４月に、大統領権
限の強化をめざす憲法改正の是非を問
う国民投票において賛成多数の結果と
なり、政治的な不透明感が後退したこ
となどから、上昇に転じましたが、作
成期を通じてみると、トルコリラは対
円で下落しました。

・メキシコでは、2017年１月にかけて、
米国の保護主義的な通商政策がメキシ
コに悪影響を与える可能性が意識さ
れ、メキシコペソは対円で下落しまし
た。その後は、メキシコ中央銀行が自
国通貨安防衛のため利上げを継続し投
資家の信認が回復したことや、米国の
保護主義的な通商政策に対する懸念が
後退したことなどから、メキシコペソ
は上昇基調で推移し、作成期を通じて
見ると、対円で上昇しました。
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当該投資信託のポートフォリオについて

＜ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）＞
・ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の通
貨建て公社債に投資しています。

＜ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド＞
　基準価額は当作成期首に比べ6.9％の上昇となりました。

・信用状況、経済環境、取引規制などを総合的に勘案のうえ、新興国の中から相対的に利
回りが高く質の高い成長が期待されると判断される国を２ヵ国選定し、通貨別資産配分
は５：５としました。

・当作成期を通じてトルコリラ建て、メキシコペソ建ての国債に投資しました。
・トルコリラが対円で下落したことはマイナスに影響したものの、メキシコペソが対円で
上昇したことやトルコの金利が低下したこと、債券の利子収益を享受したことなどがプ
ラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

（ご参考）
利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
作成期首（2016年12月13日） 作成期末（2017年６月13日）

終利回り 8.6％ 終利回り 8.2％
直接利回り 8.2％ 直接利回り 7.8％

デュレーション 4.3年 デュレーション 4.5年

・数値は債券現物部分で計算しております。

・ 終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。

・ 利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回

り」を示すものではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・ デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を

含めて計算しています。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目

第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

2016年12月14日～
2017年１月13日

2017年１月14日～
2017年２月13日

2017年２月14日～
2017年３月13日

2017年３月14日～
2017年４月13日

2017年４月14日～
2017年５月15日

2017年５月16日～
2017年６月13日

当期分配金 70　 70　 70　 70　 70　 70　

（対基準価額比率） 1.087％ 1.041％ 1.033％ 1.039％ 0.995％ 0.996％

当期の収益 39　 45　 36　 36　 48　 32　

当期の収益以外 30　 25　 33　 34　 22　 37　

翌期繰越分配対象額 4,920　 4,898　 4,868　 4,842　 4,824　 4,796　

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率と

は異なります。

（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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当該投資信託のベンチマークとの差異について

・当ファンドは、新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確
保および値上がり益の獲得をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした
運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチ
マークおよび参考指数はありません。

・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次
表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきまして
は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
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今後の運用方針

＜ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）＞
◎今後の運用方針
・ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド受益証券の組入比率を高位とする方針で
す。

＜ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・世界経済が緩やかに回復するなか、新興国も、堅調な内需などを背景に概ね底堅い景気
拡大が期待されます。このような環境認識のもと、トルコ、メキシコの景気も、概ね底
堅く推移するものとみています。

・米国では金融政策正常化に向けた動きが想定されるものの、日欧などによる緩和的な金
融政策を背景に、主要先進国の金利は低位で推移しており、金利差を狙った資金流入が
今後も見込めることなどから、かかる通貨は相対的に選好されるものと考えています。

・ただし、他の新興国通貨と同様に、中国の景気減速懸念などの外部要因の影響を受け、
投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから不安定な動きに転じる可能性がある点につい
ては留意が必要です。

◎今後の運用方針
・新興国の通貨建て公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲
得をめざします。 

・投資にあたっては、信用状況、経済環境、取引規制などを総合的に勘案のうえ、新興国
の中から相対的に利回りが高く質の高い成長が期待されると判断される国を原則２ヵ国
選定します。通貨別資産配分は５：５を基本投資比率とします。 

・市場急変などの際に先進国の流動性の高い公社債等への投資比率を高める場合がありま
す。 

・今後も、市場動向を注視しつつ、慎重に投資を行っていく方針です。
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お知らせ

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差
益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税
15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。

＊ 三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取

り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券

信 託 期 間 2021年６月11日まで（2011年９月26日設定）

運 用 方 針

ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、
新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保お
よび値上がり益の獲得をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は
高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則
として為替ヘッジを行いません。ただし、実質組入比率の調整等を目的とし
て為替予約取引等を活用する場合があります。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド
ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド受益証
券を主要投資対象とします。

ネクスト・グロース・ボンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド

新興国の通貨建て公社債等を主要投資対象とします。

運 用 方 法
新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保お
よび値上がり益の獲得をめざします。

分 配 方 針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分
配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社
が決定し、原則として配当等収益等を中心に安定した分配をめざします。た
だし、毎年６月・12月の計算期末には、安定分配相当額のほか、分配対象額
の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。な
お、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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○ 2013年５月21日に約款・目論見書の運用方法の変更を行い、投資対象を世界の資源国の公社債等から新興国の公社債等

に変更、投資対象国を３ヵ国程度から複数に変更しています。したがって、設定日から2013年５月20日までの期間は変

更前の運用方法による実績であり、現在の運用方法による実績と異なります。

○ 上記は、2012年６月から2017年５月の５年間における１年騰落率の平均・ 大・ 小を、ファンドおよび他の代表的な

資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

＊ファンドについては2012年９月～2017年５月の同様の騰落率を表示したものです。

○各資産クラスの指数

日本株　：ＴＯＰＩＸ（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

※詳細は 終ページの「指数に関して」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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当該投資信託のデータ

当該投資信託の組入資産の内容 （2017年６月13日現在）

組入ファンド

種別構成等

（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第68期末

2017年６月13日

ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド 99.8％

・ 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

・ 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

・ 国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余

裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

純資産等

項　　目
第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 第67期末 第68期末

2017年１月13日 2017年２月13日 2017年３月13日 2017年４月13日 2017年５月15日 2017年６月13日

純資産総額 314,428,310円 339,254,937円 380,981,155円 528,858,667円 584,493,700円 820,861,648円

受益権口数 493,844,525口 509,662,553口 568,146,002口 793,323,497口 839,361,090口 1,180,231,709口

１万口当たり基準価額 6,367円 6,656円 6,706円 6,666円 6,964円 6,955円

・当作成期間中（第63期～第68期）において

　追加設定元本は 1,135,579,959円

　同解約元本は     447,296,099円です。



項目
当期

金額 比率

(a) その他費用 20円 0.172％

(保管費用) (20) (0.169) 
(その他) ( 0) (0.002) 

合計 20  0.172  
期中の平均基準価額は、11,632円です。

ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）
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組入上位ファンドの概要

ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド （2017年６月13日現在）

種別構成等

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：18銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ 8.8 TURKEY GOVT 230927 債券 トルコ 国債 9.7％
２ 10.5 TURKEY GOVT 200115 債券 トルコ 国債 7.1％
３ 9.5 TURKEY GOVT 220112 債券 トルコ 国債 6.8％
４ 6.5 MEXICAN BONOS 220609 債券 メキシコ 国債 6.7％
５ 10 MEXICAN BONOS 241205 債券 メキシコ 国債 6.5％
６ 8 MEXICAN BONOS 200611 債券 メキシコ 国債 6.1％
７ 10.6 TURKEY GOVT 260211 債券 トルコ 国債 5.7％
８ 8.5 MEXICAN BONOS 290531 債券 メキシコ 国債 5.6％
９ 7.75 MEXICAN BONO 310529 債券 メキシコ 国債 5.1％
10 7.1 TURKEY GOVT 230308 債券 トルコ 国債 5.1％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

・ なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書

（全体版）でご覧いただけます。

・ 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

・ 国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて

運用しているものを含みます。

１万口当たりの費用明細 （2016年６月14日～2017年６月13日）

（注） １万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算
期のものです。費用項目の概要については、２ページの注
記をご参照ください。

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端

数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもの
で、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

290583
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指数に関して

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

ＴＯＰＩＸ（配当込み）
ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯ

ＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その

他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法

の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用

の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成

されています。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属

します。

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国

で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権

はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資

収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證

券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除

く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエル

シーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建ての

エマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著

作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /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 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 0
  /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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 <FEFF005b002768214e86ff30ff24ff26752800270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /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 <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B4F4E89E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /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


