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１．はじめに 

 宮城県気仙沼市は世界三大漁場と言われる

三陸沖の好漁場を擁し、全国屈指の遠洋・沖

合漁業の根拠地として栄えてきた。水産資源

の枯渇や国際減船等の施策により、気仙沼港

所属の近海マグロ延縄船は平成の30年間で65

隻から12隻へと８割減少するなど規模は縮小

しているものの、いまだに基幹産業は水産業

であり、サメやメカジキ、生鮮カツオの水揚

げにおいては国内トップシェアを誇ってい

る。 

 水産に特化した街であるがゆえに、加工や

造船など関連企業も含め、海の近くに事業所

を構える企業が多い。2011年３月11日に発生

した東日本大震災では、そんな事業所が軒並

み津波被害に遭い、事業所数では全体の

79.9％に及ぶ3,672事業所が、従業員数では全

体の82.5％に及ぶ27,736人が被災した。 

 気仙沼市の経営者の人材育成事業が立ち上

がったのは、そんな危機の中からだった。 

 

２．経営人材育成事業の起こり 

 全国の有志の支援が生んだ「経営未来塾」 

 未曽有の被害にあえぐ被災地で、これから

の産業を担う「ひとづくり」を支援しよう―。

2012年４月、「東北未来創造イニシアティブ」
１

が立ち上がった。アイリスオーヤマ株式会社

の大山健太郎代表取締役社長（当時／現会長）

と、大滝精一東北大学大学院経済学研究科教

授（当時／現大学院大学至善館副学長）が代

表発起人となり、経済同友会はじめ、全国の

有志の経済人の方々が参画して発足した取り

組みだ。被災自治体に経済同友会傘下の企業

から有志の出向者を派遣し、首長主導による

新産業創造やまちづくりなどの施策実行を支

援するとともに、地域のリーダー人材育成を

行う。 

 この取組みには、最終的に気仙沼市と岩手

県釜石市・大船渡市の３市が参画。いち早く

手を挙げた気仙沼市では、2013年４月から人

材育成の共通プログラムである「人材育成道

場」が、「経営未来塾」（以下、未来塾）とい

う名で開催されることとなった。 

 

 経営未来塾の特徴 

 未来塾は、気仙沼市と、隣接する南三陸町

の経営者または次期経営者の方を対象に行わ

れた半年間のプログラムだ。 

 最大の特徴は、知識の習得ではなく、参加

する塾生の「リーダーシップ」を育むことに
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力点を置くことだ。未来塾における「リーダ

ーシップ」とは、一般的なそれとは大きく異

なる。現状維持ではなく変革と創造に挑み、

困難に直面しながらも挑戦を続け、やがてそ

の姿に共感と信頼を覚えたフォロワーが出現 

することで、結果としてリーダーになるとい

う考え方だ。これは、未来塾のプログラムの

企画から運営の指導までを担っていただいた

主体であるNPO法人アイ・エス・エルのリー

ダーシップ論である。この考え方は、終わり

の見えない沼地に顎までつかりながら、光を

目指して歩き続けるという比喩によって表現

されることもあり、壊滅的な被害を受けなが

らも事業と地域の再興を期す塾生の背中を押

してくれた。 

 このリーダーシップを醸成するためには、

何より塾生本人の内発的な動機が必要だ。そ

れを引き出す上で用いられたのが、メンタリ

ングという手法だ。未来塾では半年のプログ

ラムを通して塾生を伴走するメンター制度が

設けられており、開始当初はデロイト・トー

マツ・グループの公認会計士やコンサルタン

トが担っていただき、その後ＥＹ新日本有限

責任監査法人、PwCあらた有限責任監査法

人、有限責任あずさ監査法人が加わった。 

 メンタリングはコンサルティングとは異な

り、解決手法を教えるのではなく、個々の塾

生の中にある答えを引き出す、または答えを

形作るための問答を繰り返すというものだ。

例えば、創業者でない二代目、三代目の塾生

の中には、事業がまだ自分事化されていない

人もいる。そうした塾生に対しては、原体験

や事業でやりがいを感じることなどを丁寧に

ヒアリングし、経営者としてのマインド形成

を支援していく。また、壮大なビジョンを描

きながらも足元の計画は現状維持のままとい

（出所）経営未来塾資料より著者作成 
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う塾生がいれば、その乖離にとことんメスを

入れ、「あなたのビジョンは本当にその計画

で実現できるのか」「それがあなたの見たい

未来なのか」と問い続けるのだ。 

 多くの経営者向けのセミナーは、受講すれ

ば知識が習得できたり、新しい経営論を学ん

だりして、すっきりして終わることが多いか

もしれない。一方で、常に問いを突き付けら

れるこの未来塾では、塾生は半年余りを自分

や自社との対峙に費やす。未来塾を表現する

言葉としては、すっきりとは対照的な「悶絶」

という言葉がよく用いられている。 

 もちろん、「なるほど」という学びもたくさ

んある。未来塾には、震災復興支援の旗の下、

豪華な講師陣が手弁当で協力してくださっ

た。開講式での対話型セッションをアイリス

オーヤマの大山会長、経営と数値は株式会社

日本政策投資銀行、事業戦略はマッキンゼ

ー・アンド・カンパニー、ブランディングと

マーケティングは株式会社博報堂、リーダー

シップはアイ・エス・エル、そしてメンター

役は四大監査法人と、そうそうたる顔ぶれが

並ぶ。 

 震災復興はもとより、少子高齢化や人口減

少等、マーケットの変化の大きな時期であり、

再建計画を描くのは容易くない。その時期に、

日本のビジネスシーンの第一線で活躍する講

師陣からの学びと対話の機会を得ることがで

きたことは、塾生の描く事業構想に大きな影

響を与えた。震災を機に、市内では一部の企

業に事業承継の動きが起きているが、このよ

うなサポート体制を背景に次世代の経営者た

ちが力強い構想を描き、かつ実践していけた

ことと無関係ではないと思う。 

 

 卒塾後も続くつながり 

 これらのプログラムを共に学ぶ同期の塾生

は、各期に16～20名存在する。狭い地域とは

言え、塾で初めて交流する人同士も多く、こ

こで生まれる業種を越えたつながりも未来塾

の財産である。 

 開講中は、塾生を４人ずつの班に分けて運

営する。日ごろは互いの経営の詳細にまで踏

み込んで話をすることは稀であろうが、塾で

はお互いの事業構想や数値計画も開示し合

い、相互に気づきを共有する。ある業種では

当たり前の商習慣が他の業種にはヒントにな

ることもあれば、若手のしがらみのない視点

からの意見が熟練の経営者の気づきを促すこ

ともある。 

 こうして半年間の「悶絶」をともにした塾

生たちは、まさに「同じ釜の飯を食う」同志

となり、卒塾後もつながりが継続していく。

ある期では、年始に必ず１回「経過報告会」

を行っており、毎回多くの塾生が集まってい

る。行き詰まっていることを相談しあったり、

他の頑張っている塾生の姿を見て再度奮起し

たりと効用はさまざまだ。 

 また、この場には塾生の呼びかけに応じて、

メンターや講師陣、市長などの行政関係者も

参加しており、様々な視点からの意見が交わ

されている。卒塾後のこうした伴走について、

講師・メンターは「仕事未満のよもやま相談」

として受け付けていただいているケースが多

く、本当にありがたい。こうした関係が塾生

のさまざまなチャレンジを後押ししてくれて

いるのは間違いない。 

 

３．経営未来塾の成果とは 

 ここからは、未来塾からどんな成果が生ま

れたか、具体例を用いて紹介していきたい。 

 

 復興需要の終焉を見越した海外進出 

 株式会社菅原工業
２

の代表取締役専務の

２ 株式会社菅原工業 ホームページ（http://sugawarakogyo.co.jp/） 
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菅原渉さんは、2014年に開催された第２期未

来塾に参加した。もともと地域の道路舗装等

の工事を手掛けていた同社は、震災後の復興

需要により受注が急増し、従業員数・売り上

げともに10倍以上の規模に急成長していた。

近い将来に来る復興需要の終焉にどう対応す

べきか。そんなことを考えていた時に未来塾

に誘われた。今の事業領域で仕事が減るのは

避けようがない。ならば、どうするか。悶絶す

る日々に風穴を開けたのが、アイ・エス・エ

ルの野田智義理事長（当時／現ファウンダー）

だった。「道路を作っているなら、世界の72

億人を相手にしてみては」。その言葉に光明を

見た菅原さんは、さっそく計画に乗り出した。

もともと気仙沼市では漁船の乗組員や水産加

工場の技能実習生として働くインドネシア人

が多く、震災後は津波被害を受けた地域同士

としての交流も盛んだ。卒塾前の最後の公式

のセッションの時に、菅原さんはインドネシ

アへの進出計画を発表した。しかし、メンタ

ーからは「現地に行っていないと説得力がな

い」と厳しい指摘が飛んだ。卒塾式まで１か

月余り。菅原さんは急遽現地に飛び、道路事

情の視察や現地の人からのヒアリングを実施

し、商機があることを確信。本格的にインド

ネシアへの進出計画を進めることとなった。 

 菅原さんの描いた構想は、まずは建設業の

課題である人手不足解消の糸口としてインド

ネシアからの技能実習生を自社で受け入れ

る。それと同時に、現地でも法人を立ち上げ、

育てた実習生を現地で雇用するというもの

だ。進出へ準備を進めていくにつれて、土木

工事業には外資規制があり参入が難しいこ

と、一方で、現地ではアスファルトの精製技

術が低く、輸入に頼っている状況であること

を知った。日本では、舗装されている古いア

スファルトを剥がし、再生して再び敷設する

というリサイクルが一般的だが、現地にはそ

の技術も浸透していなかった。再生アスファ

ルトの製造というメーカーになれば、参入規

制はない。活路が見えた。 

 菅原工業は2017年、現地で合弁会社を設立。

アスファルトのリサイクルプラントを完成さ

せた。現在は、まだインドネシアで浸透して

いない再生アスファルトの普及や従業員の定

着に向けて試行錯誤を進めているところだ。

一方、気仙沼市内でも、数多くいるインドネ

シア人のために、簡易的な礼拝所とインドネ

シア料理店の開設を準備しており、ビジネス

だけでなく文化・観光の橋渡し役としての挑

戦も始めている。 

 

 ライバル企業の連携による新会社設立 

 気仙沼市でかまぼこの製造販売を手掛ける

株式会社かねせんと、南三陸町で同じくかま

ぼこの製造販売を手掛ける株式会社及善商店

は、2017年10月、共同で新会社となる「三陸

フィッシュペースト」を立ち上げた。 

 互いに創業100年を超える老舗同士のタッ

グ。発端は、及善商店専務取締役の及川善弥

さんが2014年から開催された第３期未来塾

に、かねせん専務取締役の斎藤大悟さんが翌

年から開催された第４期未来塾に参加したこ

とだ。かまぼこをめぐっては市場の縮小傾向

写真１ インドネシアで商談を進める菅原渉

さん（写真右） 
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が続いており、塾の最中は互いに新商品を使

った新たなかまぼこの魅力創造とそれによる

消費拡大のプランを練っていた。 

 そんな二人の橋渡しをしたのは、両者のメ

ンターを務めたトーマツの関係者だった。と

もにかまぼこ産業と地域の活性化のために必

死に構想を練る30代の若き次期経営者。化学

反応に期待した。もとより、人口減少やライ

フスタイル・嗜好の変化による市場の縮小を

打破するためには、企業の枠を越えた連携が

必要だと考えていた。 

 呼びかけに応じた及川さんと斎藤さんは、

斎藤さんが未来塾を卒塾した2016年からさっ

そく協議を始めた。新会社で第一に取り組ん

だのが、常温で持ち運びができるかまぼこの

製造。かまぼこはご当地を代表する土産物で

ある反面、要冷蔵品のため、遠方への持参は

敬遠されがちでもあった。製造の際の加圧・

加温・殺菌などの試行錯誤を繰り返し、2019

年１月に「旅するかまぼこ」という新商品を

発売。常温で90日間保存できるという、これ

までかまぼこ業界では大企業でも成しえなか

ったチャレンジに成功し、東北の玄関口であ

るＪＲ仙台駅等で販売されている。また、４

月には外国人観光客をターゲットにした国産

ホタテを使った「ほたての」を発売するなど、

かまぼこの新しい可能性を開く挑戦を続けて

いる。 

 

 異業種が垂直統合で取り組む流通改革 

 2017年、気仙沼市内の漁師、仲買、加工の

三社が連携し、「株式会社さんりくみらい」
３

を立ち上げた。独自のＥＣサイトを窓口に、

鮮度と品質にこだわった魚介類を全国の家庭

や事業者に届けるのが目的で、漁師の強みで

ある目利き力と鮮度、仲買の買い付け力によ

る商品のバリエーション、そして加工の技術

を生かした商品開発と、それぞれの得意を持

ち寄る形で結成された。 

 担い手は、第５期未来塾の同期である藤田

商店代表の藤田純一さん（漁師）と、カネヒ

デ吉田商店副代表の吉田健秀さん（仲買）、株

式会社MCF代表取締役の千葉豪さん（加工）

の３人だ。受講中は三者とも、鮮度・品質と

もに優れた極上品の流通ルートの構築や、水

揚げされるがそのおいしさが知られていない未

利用魚の活用策などをそれぞれ構想していた。 

 協働のきっかけを作ったのは、アイリスオ

写真２ 三陸フィッシュペーストを立ち上げ

た、斎藤大悟さん（写真右）と及川善

弥さん（写真左） 

３ 株式会社さんりくみらい ホームページ（https://sanrikumirai.co.jp/） 

写真３ さんりくみらいを立ち上げた藤田

純一さん（写真中）、吉田健秀さん（同

右）、千葉豪さん（同左） 
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ーヤマの大山会長だった。「同じ目標を持っ

ているのにバラバラでやるのはもったいな

い」。卒塾式の発表を聞いた後、大山会長は藤

田さんたちにこう声をかけた。協働すること

で、原料さえ確保できれば、加工・販売まで

一気通貫でできる。自社の経験も踏まえ、そ

の体制に強みを見込んだそうだ。 

 2018年にはＥＣサイト「極上市場『三陸未

来』」を開設し、季節の新鮮な魚介類や「ふわ

とろ煮穴子セット」などのオリジナル商品を

販売している。さんりくみらいの目指すもの

は、本当においしいものを適正価格で全国に

届け、三陸の魚介類のファンを増やすと同時

に、生産現場の人たちにもきちんと利益が循

環する仕組みづくりだ。今後、三陸地域の様々

な生産者を巻き込み、新しい流通体制を広め

ていく考えだ。 

 

 数字で見る経営未来塾の成果 

 個別の事例を見てきたが、では、全体では

どうか。 

 宮城・岩手で開催された人材育成道場の全

塾生を対象に2017年12月に行ったアンケート

によると、塾生の所属企業（以下、塾生企業）

の売上は、道場参加前より平均23％増加して

いた（復興需要の影響が大きい建設業を除

く）。また、同時期の市内総生産と塾生企業の

売上の増減率を比較すると、いずれの地域で

も塾生企業の売上が上回っており、その差は

34～69％にも達していた。売上を牽引した理

由としては、新商品・サービスの立ち上げや

新規事業（創業含む）など、道場を経て新た

な取り組みを実施したことを挙げた割合が

66％を占めていた。経営に生かされているこ

ととは何かという問いに対しては、「地域に

対して貢献したいという思いが強くなった」

という回答が63％で最も多く、「他の経営

者・企業と連携する必要性を認識するように

なった」が60％で続いた。 

 地域への貢献意欲については、気仙沼市内

でも別の形で表れている。例えば官民連携で

気仙沼の観光魅力創造に取り組む任意団体

「観光チーム気仙沼」には、観光業だけでな

い様々な業種の卒塾生11人が参加している。

また、企業の壁を越えて新商品開発や未利用

資源の研究を行う「気仙沼水産資源活用研究

会」
４

にも同じく11人が参画している。地方

創生の戦略会議分科会や総合計画の市民ワー

クショップなどにも参加は多く、企業の枠を

越えて、地域のリーダーとしての存在感を発

揮している。 

 

４．これからの経営人材育成事業 

 東北未来創造イニシアティブは、地域の自

立を促すため、2012年の始動から５年間とい

う時限があり、未来塾も2016年10月に終了し

た第５期をもって完結した。しかし、さまざ

まな成果を生み出した流れを途切れさせない

ため、2017年からはトーマツの協力をいただ

きながら、気仙沼市独自で「気仙沼経営人材

育成塾」（以下、育成塾）を開始している。 

 未来塾と同じ半年程度のプログラムであ

り、トーマツのメンターが伴走し、博報堂や

日本政策投資銀行が講師を担うという点は未

来塾と共通だ。一方で、未来塾では経営者の

リーダーシップの醸成やビジョン形成に力点

を置いていたのに対し、育成塾では構想を具

現化していくための数値計画の練り上げに力

点を置いている。数値に向き合うことで、変

化する市場環境と正面から対峙し、今後５年、

10年と事業を継続し、かつ成長していける計

画を策定することが目的である。 

 未来塾の卒塾生にとってはフォローアップ

講座のような位置づけでもある。実際、未来

４ 気仙沼水産資源活用研究会 ホームページ（https://kesemo.com/） 
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塾を経て育成塾を受講した受講生は、「未来

塾では目標はできたが、本当にできる自信ま

ではできなかった。育成塾で数字と向き合う

ことで、目標は夢ではなく計画であり、必ず

実現させるんだという決意と道筋を描くこと

ができた」と語っている。 

 未来塾で培ったぶれないビジョンと、育成

塾で練り上げた数値計画。この両方を磨くこ

とで、挑戦的かつ持続可能な事業と経営者が

生まれていくと実感している。 

 育成塾は2019年５月時点で２期までを開催

しており、今後も継続していく予定だ。育成

塾のようなプログラムと合わせて、塾生以外

にも開放した講演会形式のプログラムも行っ

ており、業態転換や人工知能（ＡＩ）・IoTな

ど、今後の経営に関わるであろうテーマを選

んで開催している。 

 

５．おわりに 

 今、市内では大型のインフラ工事が進み、

新しい建築物が立ち並んでいる。復興を感じ

させる風景が見られる一方で、市の人口は毎

年1,000人程度ずつ減少している。これから気

仙沼市が直面する新しい危機は、少子高齢化

と都市部への流出による人口減少の時代だ。

このまま行けば地方自治体が「消滅」すると

も言われる事態だが、変化は緩やかで見えづ

らい。だからこそ、日常の業務から少し離れ、

５年後、10年後を構想する機会と、日々の数

字から変化の予兆を感じとる力がますます必

要になると考えている。 

 産業をめぐる環境は目まぐるしく変化して

いる。全国・世界規模で商品が流通し、ニー

ズやサービスの在り方も多様化している。Ａ

Ｉなどの先端技術の進化も今後大きな影響を

もたらすだろう。中小企業にとってはチャレ

ンジングな時代だが、だからこそ塾で培った

「自分の見たい未来・ビジョンを描き、計画

と行動をする力」が生きるのかもしれない。

実際、地方から世界へと挑んだり、大企業も

成しえなかった挑戦を成功させたりという事

例は、すでに生まれてきている。 

 「すべてはたった一人から始まる」。未来塾

のリーダーシップセッションで語られる言葉

だ。あらゆる商品・サービスも、今は当たり

前となった社会制度も、すべては誰かが不安

と不確かさの中踏み出した一歩から始まって

いる。不安と不確かさが渦巻く地域の未来を

切り拓く鍵は、そんな一歩が積み重ねられる

ことだと思っている。一歩を踏み出すための

意識と環境づくり、一歩を踏み出した人への

支援が、今後の経営人材育成事業の要と思い、

取り組んでいきたい。 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /FGGyoshoLC-M
    /FGHeiseiKakuGothic-W3
    /FGHeiseiKakuGothic-W5
    /FGHeiseiKakuGothic-W7
    /FGHeiseiKakuGothic-W9
    /FGHeiseiMincho-W3
    /FGHeiseiMincho-W5
    /FGHeiseiMincho-W7
    /FGHeiseiMincho-W9
    /FGKyokashoNT-M
    /FGMaruGothicCa-B
    /FGMaruGothicCa-L
    /FGPGyoshoLC-M
    /FGPHeiseiKakuGothic-W3
    /FGPHeiseiKakuGothic-W5
    /FGPHeiseiKakuGothic-W7
    /FGPHeiseiKakuGothic-W9
    /FGPHeiseiMincho-W3
    /FGPHeiseiMincho-W5
    /FGPHeiseiMincho-W7
    /FGPHeiseiMincho-W9
    /FGPKyokashoNT-M
    /FGPMaruGothicCa-B
    /FGPMaruGothicCa-L
    /HGGothicEPRO
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /JPN <FEFF77f35c7153705237300000580050002000430054005075280020005600650072002e00200031002e0030003630005143306f0020005000440046002f0058002d00310061000d30c030a630f330b530f330d730eb309230aa30d5000d57cb30818fbc307f79816b62306e30d530a930f330c8306f57cb30818fbc307e306a3044000d004400467cfb004400480050003430d530a930f330c8300157cb30818fbc307f79816b62000d00500044004630d530a130a430eb5185306b8a2d5b9a30924fdd5b583059308b>
  >>
  /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 /HighResolution
      >>
      /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 [595.000 842.000]
>> setpagedevice


