
製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

油バーナ用バーナコントローラ 燃焼量 ３０Ｋｇ／ｈ以下用 ＬＯＡ２４シリーズ

適用範囲

燃焼量３０Ｋｇ／ｈ以下の断続燃焼用油バーナ用バーナ
コントローラです。
火炎検出器はｃｄｓ式のＱＲＢ1シリーズを使用します。

ヨーロッパにおける下記の規格に適合しています。
強制通風式油バーナ規格 ＥＮ２６７
一体構造式油噴霧式バーナ規格 ＥＮ２３０
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型番

（単位： 秒）

型番とシーケンスタイミング

適用範囲・型番

ＳＬ００６２４０３ － １／６

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）

バーナコントロールリレー
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製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

仕様

技術仕様
定格電圧 ： ２００Ｖまたは１００Ｖ いずれか指定
電圧変動許容範囲 ： ２００Ｖ仕様 １８７～２６４Ｖ

１００Ｖ仕様 ８５～１２１Ｖ
消費電力 ： 約 ３ＶＡ
許容周囲温度 ： －２０～＋６０℃

－５０～＋６０℃ （保管温度範囲）
許容電流容量 ： 端子番号 許容電流

１（入力） ５Ａ
３（ファンモータ） ５Ａ
４，５（燃料弁） １Ａ
６，７（点火トランス） ２Ａ
８（プレヒータ） ５Ａ
１０（警報） １Ａ

重 量 ： 本体 １８０ｇ
取付ベース （ＡＧＫ１１） ８０ｇ
ケーブルホルダー（ＡＧＫ６５） １２ｇ

環境保護構造 ： ＩＰ４０
ＣＥマーキング ： 取得済み

オプション （別途御手配願います）
■取付ベース ： ＡＧＫ１１
■ケーブルホルダー ： ＡＧＫ６５
■火炎検出器 ： ＱＲＢ１．５０ （標準型）

ＱＲＢ１．５０Ｓ（高感度型）

火炎検出器
（詳細につきましては別途ＱＲＢ1の技術仕様書をご参照願います。）
方式及び型番 ： ｃｄｓ方式 ＱＲＢ１又はＱＲＢ１－Ｓ
低必要フレーム電流 ： ７０μＡ以上 （１００ＫΩ以下）

起動時における外乱光による ： ５．５μＡ以下 （２０００ＫΩ以上）
許容フレーム電流

技術仕様

ＳＬ００６２４０３ － ２／６

バーナコントロールリレー

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）

シーケンス仕様 （定格電圧にて）
各シーケンス時間 ； 型番とシーケンスタイミング 参照
消炎応答時間 ； １秒以内
燃焼中消炎時 ； リサイクル（プレパージリターン）
タイマ方式 ； 周囲温度補償バイメタル
その他 ； 低電圧補償回路組込＊

＊低電圧補償について
ヨーロッパ統一規格（ＥＮ規格）のＥＮ２３０ではＬＯＡシリーズが制御する小型油バーナクラスについて
低電圧補償回路の組み込みが要求されています。
これは電源電圧が２２０Ｖ仕様の場合には約１６５Ｖ、１１０Ｖ仕様では約８２.５Ｖまで低下した時、バーナが

燃焼中であってもバーナコントローラで燃焼を停止させ、待機状態とさせます。
待機中の場合には起動しません。 その後電源が復帰した時に改めて着火シーケンスを開始して、
バーナを再着火させます。
これは電源が低下することにより、周辺機器の動作が不安定になり、これが原因で発生する事故を
未然に防ぐための措置です。

AGK65

AGK11

QRB1.50
QRB1.50S
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製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

起動条件

バーナコントローラＬＯＡ２４が起動するための条件は次のとおりです。

・バーナコントローラがロックアウトしていないこと

・起動インターロックの条件が総て整っていて接点が閉となり、端子1に電圧が加えられること

・電源電圧が低電圧補償回路が作動する電圧以上あること

・火炎検出器が外乱光・擬似火炎を検知せず、フレームリレーが作動していないこと

ロックアウトについて

停止中の外乱光・擬似火炎の検出や燃焼中の断火や異常燃焼によるフレーム電流の低下が発生した時に
バーナコントローラはロックアウトします。
ロックアウトした場合、燃料遮断弁、バーナファン、プレヒータ、点火トランスへの各出力は１秒以内に
停止します。
又、本体中央のロックアウトインジケータが点灯し、端子10の警報出力が発生します。

ロックアウトのリセットについて

ロックアウトしたＬＯＡ２４はすぐにリセットすることはできません。
約５０秒経過後にロックアウトインジケータを兼用しているリセットボタンを押してください。

トラブルシューティング

シーケンス再起動
安全時間(TSA)終了後、シーケンスＤ
完了までの間に火炎検出しない

ロックアウト
安全時間(TSA)終了時に火炎検出
しない

ロックアウト起動時の外乱光

燃焼停止、復帰後再起動電源電圧低下

ＬＯＡ２４状態トラブル条件

機能

ＳＬ００６２４０３ － ３／６

バーナコントロールリレー

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）
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製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

シーケンス・チャート

Ａ’； オイルプレヒータ使用時の起動
Ａ ； 着火シーケンス開始（プレヒータ無し）
Ｂ ； 火炎検知
Ｃ ； 燃焼
Ｄ ； 停止

ｔｗ ； 待機時間
ｔ１ ； プレパージ時間
ｔ３ ； プレイグニッション時間
ＴＳＡ ； 安全時間
ｔ３ｎ ； ポストイグニッション時間
ｔ４ ； インターバル時間

ＬＯＡ２４内部回路図と外部接続

ＥＫ１ ；リセット釦
Ｖ ；フレームアンプ
ＦＲ ；フレームリレー
ｆｒ ；フレームリレー接点
Ｋ ；フレームリレーラッチ
ＴＺ ；バイメタルタイマ
ｔｚ ；バイメタルタイマ接点

Ｒ，Ｗ ；起動インターロック
ＡＬ ；警報
ＯＨ ；オイルプレヒータ
ＯＷ ；プレヒータ定温確認サーモ
Ｍ ；ファン
Ｚ ；点火トランス
ＢＶ１，２；燃料弁
ＱＲＢ ；火炎検出器

シーケンス・電気接続

ＳＬ００６２４０３ － ４／６

バーナコントロールリレー

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）
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製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

外形寸法図

オプション ： ベースプレート ＡＧＫ11

バーナコントローラＬＯＡ２４
（ベースプレートＡＧＫ１１ケーブルホルダー ＡＧＫ６５取り付け状態）

外形寸法図

ＳＬ００６２４０３ － ５／６

バーナコントロールリレー

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）

オプション ： ケーブルホルダー ＡＧＫ６５

Ａ ：本体固定用ビス穴
Ｂ ：電線取り入れ口

（下面取り入れ口）
Ｃ ：アース用ラグ端子

３１、３２ ：中継用予備端子
Ｎ ：端子２予備端子

：アース端子

注意
アース端子はアースラグ端子を
接地しないと有効となりません２
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製品技術仕様書

型番

名称

仕様書番号 作成年月日

バーナコントローラ取り扱い注意事項
１．本品は燃焼安全装置です。内部を分解しないで下さい。電気配線作業やその他の作業でガス用の装置

に本機器を使用している場合で、実際にガスを必要としない作業をするときは必ずガスの元コックを閉じ
てから作業すること。

２．バーナ運転前には必ず以下の点を確認してください。
・電源の相が正しくコントローラに結線されている事。
・フレーム検出器とコントローラとのプラス・マイナス、接地線が正しく結線されている事。
・制御盤内の配線が正しく結線されている事。
・各インターロックが正常に動作している事。

３．バーナ・コントローラ内に使用されているリレーはすべて相互に自己点検する様に配置されています。
計装に際しては以下の点に注意してください。ます。
・パイロット弁、主弁等の燃料弁は直接バーナ・コントローラの端子に接続し、補助リレーの使用は
避ける事。

・使用するパイロット弁、主弁，燃料弁の電気的定格がバーナ・コントローラの接点定格内である事。
・制御回路に使用する補助リレーは信頼性が高い製品を使用する事。
・電気配線に使用する線材は，外的要因により，絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用する事。

４．ガス・バーナ点検時には必ず元コックをしめる事。

５．給電方式によっては接地電流により、バーナ・コントローラの出力の有無を問わず燃料弁が動作する事
があるので注意すると同時に、その様な給電方式の場合には安全回路を組み込む事。

６．ロック・アウト状態になると、コントローラ前面にある警告灯が点灯します。ロック・アウトを解除する
リセット・ボタンを押す前に必ずロック・アウトの原因を確認し、修正後にリセットする事。

７．燃焼装置を２４時間以上連続する場合は必ず２４時間に一回は停止－起動操作を行う事。
不可能な場合は、ＵＶシンクロ自己点検式コントローラを使用することを推奨します。

８．火炎検出器及び燃焼安全装置が正しく火炎の断火を監視している事を確認する為に，定期的に炎検出
器への光線を遮断して断火試験を実施する事。

９．火炎検出器は消耗品です。使用している周囲温度やフレーム電流によりその寿命が左右されるので
火炎検出器の予備品を常時保管願います。

１０．火炎検出器を当社以外の燃焼安全装置に装備する事は出来ません。
当社より，火炎検出器をＯＥ Ｍ供給している場合で、当社以外の燃焼安全装置に装備する場合は
火炎検出器に対する保護路や感度切り替え回路が必要です。

１１．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し、燃焼装置の見やすい位置に表示願います．

一般取扱注意事項

ＳＬ００６２４０３ － ６／６

バーナコントロールリレー

ＬＯＡ２４ シリーズ 小型 油用 （ ３０Ｋｇ／ｈ以下用）

※記載内容は予告なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

2009.08.24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


