
ヤノデータバンク（YDB）利用規程を承諾のうえ、YDB 会員登録の申し込みを致します。

コースと利用箇所数と年間情報料のお支払い方法を選択してください。料金は別紙の価格表でご確認ください。

利用開始月 年   月 より

「スタンダード」コース

「YDB eLibrary プラス」コース 

閲覧室１箇所利用（東京、大阪、名古屋のいずれか）

閲覧室２箇所利用（東京、大阪、名古屋のいずれか）

閲覧室３箇所利用（東京、大阪、名古屋の全て）

一括年払い 月払い

支払予定日   年  月  日

※年間情報料の他に別途登録料（初年度のみ）がかかります。（登録料は一括払いのみとなります。）

※登録料及び一括払いの年間情報料の請求書は、登録申込書を頂き次第お送り致します。

※月払いの年間情報料は口座振替手続き後、毎月 23 日の銀行引き落としとなります。

YDB 東京  〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2  中野坂上セントラルビル 5Ｆ 
TEL 03-5371-6914     FAX 03-5371-6971 

YDB 大阪  〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 5F 
TEL 06-6266-1391     FAX 06-6266-1393 

YDB 名古屋      〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 3F 
TEL 052-962-2461     FAX 052-962-1920 

ヤノデータバンク

登録申込書送付先： URL    http://www.yano.co.jp/ydb/ 
E-mail  ydb@yano.co.jp

Yano Data Bank 
会員登録申込書 

行

申込日   年   月  日

（YDB 会員登録申込書）

御 社 名 
Company Name 

業 種
Main Business

所在地 〒 －

Company Address 

部署名

Division/Department 

役職名

Title 

部署名

Division/Department 

担当窓口御氏名

Full Name of the Contact 印

T E L － －

F A X － －F A X － －

E-mail

備考

 

（フリガナ）



 
 
 



 

 

 

 

 

YDB 利用規程を承諾のうえ、YDB eLibrary メンバー登録の申し込みを致します。 

※「YDB 会員登録申込書」と同時にご提出の場合は、下記の※欄のご記入は省略してください。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

YDB の利用者としてご登録済みの場合は個人 CD をご記入ください。 
 

ご登録メンバー １ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 

 □希望しない

ご登録メンバー ２ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 

 □希望しない

ご登録メンバー ３ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 

 □希望しない

 

※YDB eLibrary のご利用には YDB の事業所ごとのご契約が必要です。 

※登録メンバーのご退職、登録者の事業所の変更が伴うご異動の場合 

を除き、登録者の変更はできません。 

 

 

 

 

 「スタンダード」 コース用   Yano Data Bank 

YDB eLibrary メンバー登録  記入用紙  

株式会社 矢野経済研究所    行 

（YDB eLibrary メンバー登録 記入用紙）

 備考 

 

 

御 社 名 

所在地    〒   －    

YDB 会員№  

事業所のグローバル IP アドレス 

 

※貴社の情報システムご担当者様にご確認ください。 

 

 

 
YDB 東京       〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2  中野坂上セントラルビル 5Ｆ TEL 03-5371-6914     FAX 03-5371-6971 
YDB 大阪       〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 5F          TEL 06-6266-1391     FAX 06-6266-1393 
YDB 名古屋      〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 3F         TEL 052-962-2461     FAX 052-962-1920 

ヤノデータバンク (YDB) 

記入用紙 送付先：  URL     http://www.yano.co.jp/ydb/ 

 E-mail   ydb@yano.co.jp 

部署名 

担当窓口御氏名  
印 

T E L         －        －    E-mail    

役職名 

申込日     年   月   日

※ 

※ 

※ 

※

※

※ 



 
 

 

 

 

 こちらの用紙は YDB eLibrary メンバーご登録人数が 4名以上の場合に「YDB eLibrary メンバー登録申込書」とあわせてご提出ください。 

※「YDB 会員登録申込書」と同時にご提出の場合は、下記の※欄のご記入は省略してください。 
  
 
 
 
 
 

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

 

※YDB eLibrary は YDB のオプションサービスです。ご利用には YDB の事業所ごとのご契 

 約が必要です。 

※登録者のご退職、登録者の事業所の変更が伴うご異動の場合を除き、登録者の変更は 

 できません。 
 
 
  

          〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2  中野坂上セントラルビル TEL 03-5371-6914     FAX 03-5371-6971 

ヤノデータバンク  送付先： E-mail  ydb@yano.co.jp    URL http://www.yano.co.jp/ydb/ 

 「スタンダード」「YDB eLibrary プラス」 コース   Yano Data Bank 

YDB eLibrary メンバー登録  追加記入用紙  

株式会社 矢野経済研究所    行 

（YDB eLibrary メンバー登録 追加記入用紙）

 備考 

 

 

〈 別 紙 〉 

御 社 名 

所在地    〒   －    

YDB 会員№  

担当窓口御氏名  

※ 

※ 



 

 

 

 

 

ヤノデータバンク（YDB）利用規程を承諾のうえ、YDB eLibrary メンバー登録の申し込みを致します。 

※「YDB 会員登録申込書」と同時にご提出の場合は、下記の※欄のご記入は省略してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用開始月、お申し込み人数をご記入ください。YDB の利用者としてご登録済みの場合は個人 CD をご記入ください。 
 

利用開始月    年   月 より  事業所のグローバル IP アドレス 

お申し込み人数         人  
ご登録メンバー １ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー ２ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー ３ 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名 
 

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

 

※YDB eLibrary のご利用には YDB の事業所ごとのご契約が必要です。 

※登録者のご退職、登録者の事業所の変更が伴うご異動の場合を除き、登録者の変更は 

 できません。 

※ご登録メンバーが 4名以上の場合は別紙「YDB eLibrary メンバー登録 追加記入用紙」 

にご記入ください。  
 
 

 

 
 
YDB 東京       〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2  中野坂上セントラルビル 5Ｆ TEL 03-5371-6914     FAX 03-5371-6971 
YDB 大阪       〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 5F          TEL 06-6266-1391     FAX 06-6266-1393 
YDB 名古屋      〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 3F         TEL 052-962-2461     FAX 052-962-1920 

ヤノデータバンク 

登録申込書送付先：  URL     http://www.yano.co.jp/ydb/ 

 E-mail   ydb@yano.co.jp 

 「YDB eLibrary プラス」 コース  

                Yano Data Bank  

YDB eLibrary メンバー登録申込書 
株式会社 矢野経済研究所   行 申込日     年   月   日

（YDB eLibrary メンバー登録申込書）

御 社 名 

所在地    〒   －    

部署名 

担当窓口御氏名 
印 

T E L       －        －    E-mail    

役職名 

 備考 

 

 

YDB 会員№ 

※貴社の情報システムご担当者様 

にご確認ください。 

※ 

※ ※

※ 

※ 

※



 
 

 

 

 

 こちらの用紙は YDB eLibrary メンバーご登録人数が 4名以上の場合に「YDB eLibrary メンバー登録申込書」とあわせてご提出ください。 

※「YDB 会員登録申込書」と同時にご提出の場合は、下記の※欄のご記入は省略してください。 
  
 
 
 
 
 

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

ご登録メンバー （  ） 

御氏名 
（フリガナ） 

個人 CD 
※ご登録済みの場合ご記入ください（6 桁の数字） 

部署名  役職名  

TEL         －          － E-mail 
YDB メールマガジンの配信

□希望する 
 □希望しない

 

※YDB eLibrary は YDB のオプションサービスです。ご利用には YDB の事業所ごとのご契 

 約が必要です。 

※登録者のご退職、登録者の事業所の変更が伴うご異動の場合を除き、登録者の変更は 

 できません。 
 
 
  

          〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2  中野坂上セントラルビル TEL 03-5371-6914     FAX 03-5371-6971 

ヤノデータバンク  送付先： E-mail  ydb@yano.co.jp    URL http://www.yano.co.jp/ydb/ 

 「スタンダード」「YDB eLibrary プラス」 コース   Yano Data Bank 

YDB eLibrary メンバー登録  追加記入用紙  

株式会社 矢野経済研究所    行 

（YDB eLibrary メンバー登録 追加記入用紙）

 備考 

 

 

〈 別 紙 〉 

御 社 名 

所在地    〒   －    

YDB 会員№  

担当窓口御氏名  

※ 

※ 



 
本規程は、大切に保管してください。 

 

YDB 利用規程 
 

2022 年 4 月 1 日改定 

 

第 1 条 総則 

1.本規程は、ヤノデータバンク（以下「YDB」といいます。）が会員に対する情報提

供サービス（以下「YDB サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。

本規程に定めなきものは、別紙パンフレット等に定めるところによります。 

2.本規程において、疑義が生じた事項については、必要に応じて会員と YDB との

間で協議し円満に解決を図るものとします。 

3.本規程は、YDB の利用に関する契約が効力を生じた日より適用するものとしま

す。 

4.本規程及び YDB サービス内容は、契約期間中に変更の生じる場合があります。

その際、YDB は当該変更後の規程及び YDB サービス内容を事前に会員に通

知します。 

 会員は、本規程及び YDB サービス内容変更後、最初の利用をもって、変更事

項を同意したものとします。 

 

第 2 条 会員の資格等 

1.「会員」とは、株式会社矢野経済研究所（以下「当社」といいます。）が運営する

YDB を利用するにあたり本規程を承諾の上、当社所定の手続きに従って会員

情報登録を完了した法人をいいます。 

2.YDB が 1.に定めるところにより、会員登録を完了し、会員に対して会員番号を

通知した時に契約（以下「本契約」といいます。）が成立するものとします。 

3.「利用者」とは、会員に属する個人であって、YDB サービスを利用するために登

録した者をいいます。登録の際、当社は証憑の提出を求めることができます。 

4.「登録事業所」とは、YDB を利用するにあたり会員と YDB との間で YDB サービ

スを利用すると取り決めた会員の事業所のことをいいます。 

 

第 3 条 用語の定義 

1.「会員窓口」とは、YDB の利用に関して会員と YDB との間で連絡及び調整等を

行う担当者として会員が指定する者をいいます。 

2.「会員証」とは、第 2 条の定めにより､YDB が発行し会員に貸与する会員資格証

明のカードをいいます。 

3.「個人カード」とは、「利用者」個々に発行されるカードで、YDB 閲覧室（以下「閲

覧室」といいます。）利用時に提示するカードをいいます。 

4.「個人 CD」とは、「利用者」個々に付与されるユーザー識別番号で、YDB におけ

る利用管理に用いるものをいいます。 

5.「グループ CD」とは、YDB eLibrary を事前登録不要で利用できる識別番号で、

YDB における利用管理に用いるものをいいます。 

6.「CS クーポン」とは、コピーサービスクーポンの略で、来館時及び Web 上のコピ

ーサービスで利用できる無料サービスクーポンをいいます。 

7.「YDB eLibrary」とは、オンラインで資料を閲覧できる YDB が提供する電子ライ

ブラリサービスをいいます。 

8.「YDB eLibrary メンバー」とは、YDB の「利用者」のうち、「YDB eLibrary」サービ

スに登録した者をいいます。 

9.「YDB 会員専用サイト」とは、会員 No、個人 CD を用いて、YDB サービスを利用

できる当社の Web サイトをいいます。 

 

第 4 条 支払 

1.登録料は一括払いとします。年間情報料（以下「YDB eLibrary 年間利用料」を

含む。以下同じ。）は一括払い又は月払いとします。 

 登録料、年間情報料が一括払いの場合、また YDB コピー料、資料購入代の支

払いについては、原則として請求書に記載された期日までに当社指定金融機

関へ振込むものとします。期日までに連絡なしに支払いがなされない場合、支

払いの完了が確認されるまでYDBサービスの提供を停止する場合があります。 

 年間情報料が月払いの場合は、毎月 23 日(金融機関休業日の場合は翌営業

日)に会員ご指定の口座から自動引き落としいたします。 

2.一旦支払われた登録料及び年間情報料は、理由の如何を問わず返還しないも

のとします。ただし、YDB が YDB サービスの提供を YDB の事情によって停止し

た場合は、その限りではないものとします。 

3.YDBが会員に進呈する CSクーポンは、会員に対する特典サービスとし、コピー

サービスの支払いにのみ充てることができるものとします。 

 また、CS クーポンの利用は当社指定期間内でかつ契約期間中のみとし、有償

でのコピーサービス利用後に月末締め YDB コピー料の請求分の支払いに充て

ることはできないものとします。 

 

第 5 条 期間 

1. YDB サービスを利用できる期間は、登録が行われた日を含む登録月の初日よ

り 1 年間とします。年間情報料が月払いの契約においても契約期間中の退会は

できません。 

2.契約更新は自動的に行われるものとします。本契約期間が満了する前に、

YDB より次年度の請求書を送付します。 

 更新しない場合は、退会の旨を契約満了月の YDB の最終営業日までに連絡す

ることにより、契約は解除されるものとし、会員は本契約解除後、速やかに会員

証等を YDB に返却するものとします。 

 本契約期間の末日までに退会の連絡がない場合は、契約更新の了承とみなし、

会員は年間情報料の支払いをするものとします。 

 契約の解除後に再入会する場合、登録料が再度発生するものとします。  

3.会員の利用状況等により、YDB の判断にて契約更新を行わない場合がありま

す。 

4.契約期間中に登録事業所の利用及び YDB eLibrary 利用に関する契約を追加

する場合は、追加する契約の満了日は、既存の契約満了日と同日にするものと

します。 

 

第 6 条 利用者 

1.YDB の利用は、登録事業所に籍を置き、かつその身分を証明可能な従業員に

限ります。したがって、以下の場合は利用できないものとします。 

1) 同一企業の従業員でも他の事業所に籍を置く者(登録事業所以外の支

所・支店・分室・営業所の勤務者) 

2) 関連会社の従業員、出向中の従業員、派遣社員、外部協力スタッフ 

3) その他社員証や名刺などでその企業の従業員と証明できない者(アル

バイト勤務者等) 

   但し、上記に当てはまる場合でも、会員窓口またはそれに準じる業務に主として

従事していて、事前に利用者として YDB が受理した場合は除きます。 

 また、YDB eLibrary メンバーは、YDB の利用条件及び下記条件を満たさなけれ

ばならないものとします。 

1） 所属する法人企業の電子メールアドレスを利用できる。 

2) 会員は認証コード等の当社から発信される通知メールを確実に受信す

るため、当社のドメイン yano.co.jp をセーフリスト（受信許可設定）に登録

するなど、会員社内にて対応しなければならない。 

2.YDB が発行した個人カード及び個人 CD は、本人のみの利用とします。他人に

貸与・譲渡することはできません。 

 YDB が発行した個人カード及び個人 CD を、本人以外が利用した場合に発生し

た損害等については、その損害等が会員の責めに帰すべき場合に限り会員が

その責任を負うものとします。 

3.会員の登録情報に変更があった場合、会員と利用者は速やかに YDB に届け出

るものとします。また、変更の届けがなされないことにより、会員に不利益が生じ

た場合は、YDB は自己に責任がある場合を除き一切その責任を負わないものと

します。 

4.YDB eLibrary の利用は、YDB eLibrary サービスに登録した者に限ります。また、

登録された者について以下が生じた場合を除き、YDB eLibrary メンバーの削除

及び変更はできません。 

1)退職 

2)事業所の変更が伴う異動 

3）契約更新時 

登録については契約にて定めた利用人数の上限以内で随時可能です。 

5.過去 3 年間に利用がない利用者（個人 CD）は、YDB の権限で削除できるものと

します。 

 

第 7 条 利用行為 

1.閲覧室の利用は、登録した 1 箇所での利用とします。 

2.1.にかかわらず会員が閲覧室(東京・名古屋・大阪)の利用に関する複数の契約

を行っている場合は、それらの契約において登録した閲覧室を利用できます。 

3.当社発刊資料のコピー(有料)利用枚数は、会員企業 1 社につき各資料の総ペ

ージの半分までとします。 

 また、同一企業で複数の契約をしている場合も、登録単位(会員番号別)ではなく

1 企業あたりの合計ページの利用枚数をカウントするものとします。 

4.資料に関する問い合わせは、資料に掲載されている内容・データの範囲内に限

るものとします。 

5.YDB にて取得した資料は利用者が所属する事業所内でのみ利用可能です。ま

た、問い合わせは、利用者本人からに限るものとし、YDB にて受付けます。 

6.会員はいかなる理由があってもコピーサービス申込後のキャンセル及び返品は

できないものします。ただし、YDB が提供するデータに不備があった場合は、そ

の限りではないものとします。 

 

第 8 条 禁止行為 

1.YDB の利用にあたり、閲覧室内での以下の行為を禁じます。 

1) YDB 所蔵の資料等の閲覧室以外での利用 

2) YDB 所蔵の資料を毀損する行為 

3) 他の会員に迷惑・不利益を与える行為 

4) スキャナー及びその他の機器を用いた複写行為、及びデジタルカメラ、

携帯電話、ビデオカメラ等を用いた撮影行為 

5) 喫煙行為、所定の場所以外での飲食 

6) 個人カード及び個人 CD の貸与・譲渡による YDB サービス利用 

2．YDB eLibrary の利用にあたり、以下の行為を禁じます。 

1) YDB eLibrary メンバー本人以外のログイン及び利用 



 
2) 1 つの個人 CD（ログイン ID）を用いて同時にアクセスする行為 

3) YDB eLibrary メンバー本人が常用する PC、デバイス以外からの利用 

4) PC、デバイスに備わっている機能を用いた複写行為（画面キャプチャを

含む）、カメラ、ビデオカメラ等を用いた撮影行為 

5) プログラム等による大量のアクセス、通常の資料閲覧行為から逸脱し

たアクセス 

3.上記 1～2 項並びに当社が不適切と判断した行為により会員又は当社に損害を

与えた場合は、当該会員は YDB を退会し、その損害を賠償しなければならない

ものとします。 

 

第 9 条 著作権について 

1.当社はマーケットレポート等の法人等著作者であり、著作者人格権たる公表権・

氏名表示権・同一性保持権をはじめ、複製権・頒布権・公衆送信権・貸与権・口

述権・翻訳権・譲渡権等、著作者として全ての権利を保有します。 

2.マーケットレポート等の転載・引用は、原則として購入者(または実質的な利用

者)の社内向けのみ可能です。社外向け出版物等への転載・引用は、事前に当

社へ申請し当社が承諾した場合に限り可能です。 

3.転載・引用者(以下「使用者」といいます)は、転載・引用する際に、著作権者であ

る当社の名称と出典元である資料名等を明記するものとします。また、使用者が

社外向け出版物等に転載･引用する場合には、事前に掲載内容および表現形

式等について当社の検収を受けるものとし、転載･引用された出版物等を当社に

納めるものとします。 

4.当社は転載･引用された情報等の原内容そのものについてのみ責任を負うもの

であり、転載･引用された結果として何らかの問題が生じた場合、その責任の一

切は使用者にあるものとします。 

5.使用者は、転載・引用する情報等を第三者に対し転載・引用を許諾する権限が

ないことを確認するものとします。使用者は、転載・引用した情報等を第三者が

転載・引用していることを覚知した場合は、速やかに当社に対し通知するものと

します。 

6.上記 1～5 項に反した場合は、当該会員は YDB を退会し、その損害を賠償しな

ければならないものとします。 

 

第 10 条 機密保持 

1.当社は YDB サービスにあたって、会員から当社が得た業務情報、問い合わせ

内容、個人情報、利用履歴、事業所のグローバル IP アドレス等の機密情報を第

三者に開示しないものとします。 ただし、第 11 条 1 項については、この限りでは

ないものとします。 

 

第 11 条 個人情報の取り扱い 

1.利用目的 

 登録申込み及び会員の利用にあたり当社が取得した個人情報は、会員の連絡

先情報と利用状況に限定し、会員と当社との連絡に使用します。 

 利用目的は以下のとおりとします。 

1) YDB の運営管理及び会員窓口からのお問い合わせ等に対する報告 

2) マーケットレポート等の当社商品・サービス(資料目録及び新刊案内の

送付・セミナー開催等)の案内 

 連絡の手段は、郵便・電話・FAX・E-Mail(メールマガジンを含む)を利用します。 

 また、利用者から会員窓口の部署及び氏名の問い合わせがあった場合におい

て、本人確認(名刺及び社員証等)ができる場合に限り、会員窓口の部署と名前

をお知らせ致します。 

 上記以外の利用目的又は法令等に基づく要請の範囲を超えた利用は行いませ

ん。 

2.個人情報の提供 

 当社が取得した個人情報は、第三者に提供することはありません。 

3.個人情報の開示等への対応 

 当社が取得した個人情報について、開示、内容の訂正、追加または削除、利用

の停止、消去の求めがある場合には下記の窓口で対応します。 

 個人情報相談受付窓口 TEL:03-5371-7054   

なお、当社の個人情報保護方針は、https://www.yano.co.jp/privacy_policy/をご

覧下さい。 

4.個人情報保護管理者 

 管理者 株式会社矢野経済研究所 管理本部長 

 連絡先 個人情報相談受付窓口 TEL:03-5371-7054 

                              

 

第 12 条 権利義務の譲渡について 

1.会員は、本契約上の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利

義務の一部又は全部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供して

はならないものとします。ただし、企業間の合併等の営業譲受により名称変更

が生じる場合は、その限りではないものとします。 

 

第 13 条 契約の解除について 

1.当社または会員は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ

ます。 

1) 故意または重大な過失により本契約に違反する行為があった場合 

2) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、競売、破産手続開始、民事

再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場

合 

3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

4) 公租公課の滞納処分を受けた場合 

2.当社は、相当期間を定めて行った催告後も、債務不履行が是正されない場合は、

本契約の全部又は一部を解除することができます。 

 

第 1４条 サービスの中断 

1.YDB の営業日の変更、各閲覧室の開館閉館時間の変更、YDB 会員専用サイト

のメンテナンスのための中断は、事前に YDB 会員専用サイト、閲覧室内にて掲

示するものとします。 

2.当社は第 6 条 1 項、第 8 条 2 項の 1)～5)について、本規程に反する利用と判断

しうる状況を覚知した際に、一時的に当該ログイン ID の YDB eLibrary の閲覧サ

ービスの提供を中断できるものとします。また閲覧室の休館日に中断した場合

の対応は、次の営業日以降とします。 

3.やむを得ない事情により YDB サービスを中断した場合は、発生後速やかに対応

するものとします。 

 

第 15 条 免責 

1.当社が本規程に基づく債務を履行しないことにより会員に損害を与え、当社が

賠償責任を負う場合、その賠償額は、損害の直接の原因となった取扱商品につ

いて、会員が当社に支払った代金相当額を上限とします。 

2.いかなる場合においても、当社は、当社の責に帰すことのできない事由から生じ

た損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、遺失利益に

ついては、賠償責任を負わないものとします。 

3.本規程に基づく債務を履行しないことにより会員が被った損害が、当社の故意

または重過失に起因するものである場合には、上記 1～2 項の規定は適用しな

いものとします。 

 

第 16 条 裁判管轄について 

1.本契約に関する一切の紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 17 条 契約満了後の効力 

1.本契約の満了後においても、第 9 条～第 12 条、第 15 条、第 16 条、及び本条は

有効に存続するものとします。 

 

 

改定日:2006 年 4 月 1 日 

改定日:2007 年 6 月 1 日 

改定日:2010 年 4 月 1 日 

改定日 2013 年 1 月 7 日 

改定日 2015 年 10 月 1 日 

改定日 2018 年 4 月 1 日 

改定日 2022 年 4 月 1 日 

 

 

株式会社矢野経済研究所 

代表取締役社長 水越 孝 


	ydb_application_form (5)
	バインダ1
	YDB申し込み書 （eLibraryプラスコース 対応）　20150929 
	YDB申し込み書 （スタンダード）　20150929 


	YDB_Terms_of_Service_202204 (4)


<<
  /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
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /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
      /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




