
 

 

 

 

2005 年 11 月 8 日 

 

四国四県の県民に聞く「あなたが最も好きな麺類を教えてください」 

四国の代表食「うどん」が第 1 位 
～国民食である「ラーメン」は四国地方では好きな麺類第 2 位に～ 

 

朝日生命保険相互会社（社長：藤田 讓）では、東四国支社（支社長：東家明法）・松山支社（支社長：

内山正浩）・高知支社（支社長：松本知一）において、四国四県（香川県・徳島県・愛媛県・高知県）

にお住まいの方 2,000 名（男性：702 名、女性：1,298 名）を対象として、「あなたが最も好きな麺類を教え

てください」というテーマでアンケート調査を実施いたしました。 

本アンケート調査は、四国四県にお住まいのお客様の声を集計し、「四国」および「四国の食文化」

について全国的にアピールすることを目的としています。 

 

アンケート調査の結果、四国の代表食である「うどん」が総合第 1 位（44.5％）、今や国民食でもあり、四

国地方のご当地ラーメンである徳島県の「徳島ラーメン」や高知県の「鍋焼きラーメン」を含む「ラーメ

ン」が第 2 位（29.0％）、「そうめん」が第 3 位（8.9％）となりました。各県別に見てみると、高知県を除く三県

（香川県・徳島県・愛媛県）では、四国の代表食である「うどん」が総合第 1 位、「ラーメン」が 2 位となる一

方、高知県では、「うどん」（2 位）を抑え、四国四県の中で唯一、「ラーメン」が１位となりました。3 位は、香川

県・徳島県では「そうめん」、愛媛県では「パスタ」、高知県では「そば」となりました。 
 

なお、今回の調査概要・データ等については次ページ以降に記載してあります。 

 

当社では、2004 年 4 月に「生活習慣病保険」「介護終身年金保険」「介護一時金保険」を、2005 年 4

月には「生活習慣病保険（返戻金なし型）」、「女性サポート特約」を発売するなど商品の充実を推進す

るとともに、生活習慣病予防などの健康に関する小冊子やお客様向けプレゼンテーションビデオの提供

も行ってきました。 

今後も引き続き、このようなお客様の健康支援等にお役に立てる商品・サービスの充実に向け、様々

な取組みを実施していきたいと考えています。 
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＜四国地方の食文化などについて＞ 

 四国地方の気候は、瀬戸内海側と太平洋側とで異なっており、瀬戸内海に面した北側は、温暖寡雨な

水利に恵まれない土地柄から稲作が難しいものの、こうした温暖で雨が少ない気候条件や土壌が小麦の

栽培に適していたため、麦作が盛んに行われています。また、瀬戸内海沿岸で生産される塩やイリコ、

小豆島で生産される醤油など、味の決め手となる主要な産物が流通しやすい状態にあり、こうした背景

から「うどん」作りが盛んとなり、今では四国地方を代表する食べ物になりました。 

一方、太平洋に面した南側は日照時間が長く、年平均気温も高い温暖多雨な気候から、高知県では早

場米の収穫や、野菜のハウス栽培が行われています。また、「日本最後の清流」と呼ばれている四万十

川や吉野川など水量豊富な河川が流れており、そこから引く良質な水が麺類の美味しさを支えています。 

四国地方は、高校野球の名門・強豪校が多く、野球を始めとするスポーツが盛んな土地柄といえます。  
また、「祭り」も有名で、「阿波踊り（徳島県）」や「新居浜太鼓祭り（愛媛県）」、「よさこい祭り（高

知県）」、の四国三大祭りは、大勢の県民が参加し各県内を熱気の渦に巻き込むなど、四国地方は活気に

満ち溢れています。 

 

＜調査概要＞ 

【タイトル】 

【調査期間】 

【調査対象】 

 

【調査方法】 

 

 

「あなたが最も好きな麺類を教えてください」 

2005 年 7 月～9 月 

四国四県（香川県・徳島県・愛媛県・高知県）在住の各県 500 名、計 2,000 名（う

ち男性 702 名／女性 1,298 名） 

以下の 2 つの方法で調査を実施し、ご回答いただきました｡ 

・配布したアンケート用紙にご記入いただく方法 

・新聞等でのアンケート企画にご応募いただく方法 

 
＜四国四県のアンケート調査結果＞ 

「四国四県の県民が最も好きな麺類」は、 第 1 位：四国の代表食「うどん」、 

第 2 位：「ラーメン」、第 3 位：「そうめん」 

今回のアンケート調査では、「うどん」が総合で第 1 位となりました。香川県を始め、四国を代表する「う

どん（讃岐うどんなど）」が四国地方全体で親しまれており、かけうどんやぶっかけうどん、釜揚げう

どんなど様々な食べ方がなされ、うどんのノド越しや食べやすさ、癖のない味がどの年代にも愛される

理由となっているようです。麺類は、主成分である炭水化物が、体内にてエネルギー源となるブドウ糖

やグリコーゲンに変性し、他の食べ物と比べて消化吸収が早いため、エネルギーを補給したい時にはう

ってつけの食べ物といえ、筋肉だけでなく脳のエネルギー源となり集中力を高める効果があるため、朝

食や受験勉強の夜食などにも適しています。 

更に、「うどん」のダシには血中のコレステロール値を低下させる効果があるといわれている DHA や

EPA などの栄養成分を多く含んだイリコ（カタクチイワシの煮干）が使われており、うどんは健康食と

もいえます。 

四国地方では、2005年6月に食育基本法が成立し食育が注目されている現在、食育推進の一環として、

「市民講座」で讃岐うどんの手打ち教室（香川県）や手打ちうどん作りの実施（徳島県）など様々な活

動が行われています。 
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第 2 位は「ラーメン」。総合では「うどん」が 1 位となりましたが、年代別で見ると 30 代以下では「ラ

ーメン」が第 1 位であり、男性・女性別では、男性の回答数が「うどん」に 4 票差で第 2 位と、若い年

代や男性には「ラーメン」の人気が特に高いといえます。四国地方のご当地ラーメンとしては、徳島県

の「徳島ラーメン」、高知県の「鍋焼きラーメン」があります。アンケートの回答を参照すると、様々

な種類のラーメンが好きとの支持があり、味のバリエーションが豊かなことも人気の理由なのかも知れ

ません。 
 
※ 「徳島ラーメン」 ：徳島県のご当地ラーメンとして、全国的にも有名で、醤油ベースでこってりと 

した濃い味に、甘辛く煮込んだ豚ばら肉と生卵がトッピングしてある。 
※ 「鍋焼きラーメン」：高知県のご当地ラーメンで、親鳥の鶏がらよりだしを取った醤油ベースのスー 
            プで、麺は少し硬めの細麺ストレート。そこに、親鳥の肉とねぎ、生卵、ちく 
            わがトッピングされスープが沸騰した状態で土鍋に入って出される。 
 
 

第 3 位は「そうめん」。四国地方の熱い夏を乗り切るにはやはり冷たい「そうめん」が適しているようで

す。四国地方には、小豆島の名産物「小豆島そうめん」（香川県）や、麺の太さが特徴的な「半田そう

めん」（徳島県）、鯛を丸ごと一匹盛り付ける豪華な「たいそうめん」（愛媛県）などのご当地「そうめ

ん」があります。手延べそうめんの製造工程は、小麦粉を練り合わせた後、植物油を塗布しながら順次

引き伸ばして丸棒状の麺にします。細く仕上げるために何度も「より」をかけるこの工程は、鎮痛作用

や血圧低下、胃液の分泌作用があるグルテンを多く作り出すので、実は、「そうめん」は栄養価が高い

食品といえます。 

 

「そば」が第 4 位にランクイン。「そば」はそば粉を精製せずに全粒として利用するため、栄養価が非常

に高い食べ物です。タンパク質や体力低下・イライラの解消に効果的なビタミン B1、皮膚や粘膜を健康

に保つ作用のビタミン B2 が穀物の中で一番含まれています。また、人間の体内では生成することが出

来ず、栄養分として摂取しなければならない必須アミノ酸（トリプトファンやリジンなど）も多く含ま

れています。徳島県では、祖谷山村の「祖谷そば」が郷土料理として親しまれています。 

 

第 5 位にランクインした「パスタ」は、様々なソースや具材などバリエーション豊かに美味しく食べること

ができ、かつヘルシーであることが決め手となった方が多かったようです。パスタの成分は 70%以上を

糖質が占めており、糖質が体内にて変化したグリコーゲンは、体内での消費スピードが速く、蓄積され

にくい上に、脂肪を分解する働きを持っています。また、パスタの原料であるデュラム小麦は、食物繊

維や日本人に不足がちな鉄分・カルシウムが多く含まれているので栄養バランスがよく、さらに食後の

血糖値上昇を防ぐので糖尿病の患者にはよい食品とされています。パスタに使われる食材には動脈硬化

を防ぐ働きのあるオリーブオイルや EPA、DHA の成分を含む魚介類、ビタミン A・ビタミン Cや今話題の

リコピンの成分を含むトマトなどが使用されているので、ヘルシーな食べ物です。 
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＜四国各県 アンケート調査結果＞ 

■ ＜香川県＞ 香川県在住の計 500 名（うち男性：183 名 女性：317 名） 

 

～本命、香川県の代表食「うどん」が第１位、半数以上の方が「うどん」と回答、「ラーメン」は第 2 位～ 

 

香川県の代表食である「うどん」が半数以上の票（56.0%）を獲得し総合第 1 位になりました。「うどん」に

続き「ラーメン」が第 2 位（15.4%）、小豆島の名産物「小豆島そうめん」を含む「そうめん」が第 3 位（11.2%）。

また、「そば」が第 4 位(7.2%)、「パスタ」が第 5 位(6.8%)にランクインしました。 

 

 

■ ＜徳島県＞ 徳島県在住の計 500 名（うち男性：173 名 女性：327 名） 

 

～「うどん」が第１位、ご当地ラーメン「徳島ラーメン」を有する「ラーメン」は惜しくも第 2 位～ 

 

「うどん」が総合第 1 位（48.0%）に、徳島県のご当地ラーメンであり、全国的にも有名な「徳島ラーメ

ン」を含む「ラーメン」は第 2 位（24.0%）となりました。ご当地そうめんである「半田そうめん」を含む

「そうめん」が第 3 位（13.8%）、郷土料理「祖谷そば」を含む「そば」は第 4 位（7.4%）、パスタが第 5 位（3.8%）

とランクインしました。 

 

 

■ ＜愛媛県＞ 愛媛県在住の計 500 名（うち男性：178 名 女性：322 名） 

～「うどん」が第１位、男性に人気の「ラーメン」が第 2 位～ 

 

「うどん」が総合第 1 位（44.2%）に、男性に人気の高かった「ラーメン」が第 2 位（31.6％）、女性で支持を集 

めた「パスタ」（9.4%）が第 3 位となりました。続いて「そば」が第 4 位（5.8%）、ご当地そうめんである「たい

そうめん」を含む「そうめん」が第 5 位（4.6%）とランクインしました。 

 

 

■ ＜高知県＞ 高知県在住の計 500 名（うち男性：168 名 女性：332 名） 

 

～四国で唯一「ラーメン」が第 1 位、「うどん」は第２位～ 

 

「ラーメン」が四国四県の中で唯一、総合第 1 位（45.0％）になりました。四国の代表食である「うどん」は第

2 位（29.8％）、「そば」が第 3 位（12.2％）となりました。名物の「ツガニ汁」に入れて食べることも多い「そ

うめん」は第 4 位（6.0%）、「パスタ」は第 5 位（4.4%）にランクインしました。 
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＜調査データ＞ 

■総合順位 

順位 四国四県合計 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 

 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 

1 位 うどん 890 44.5% うどん 280 56.0% うどん 240 48.0% うどん 221 44.2% ラーメン 225 45.0%

2 位 ラーメン 580 29.0% ラーメン 77 15.4% ラーメン 120 24.0% ラーメン 158 31.6% うどん 149 29.8%

3 位 そうめん 178 8.9% そうめん 56 11.2% そうめん 69 13.8% パスタ 47 9.4% そば 61 12.2%

4 位 そば 163 8.2% そば 36 7.2% そば 37 7.4% そば 29 5.8% そうめん 30 6.0%

5 位 パスタ 122 6.1% パスタ 34 6.8% パスタ 19 3.8% そうめん 23 4.6% パスタ 22 4.4%

 

■男性・女性別順位 

●男性順位 

順位 四国四県合計 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 

 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 

1 位 うどん 279 39.7% うどん 104 56.8% うどん 72 41.6% ラーメン 78 43.8% ラーメン 99 58.9%

2 位 ラーメン 275 39.2% ラーメン 40 21.9% ラーメン 58 33.5% うどん 70 39.3% うどん 33 19.6%

3 位 そば 59 8.4% そうめん 15 8.2% そば 18 10.4% そうめん 13 7.3% そば 20 11.9%

4 位 そうめん 52 7.4% そば 13 7.1% そうめん 15 8.7% そば 8 4.5% そうめん 9 5.4%

5 位 パスタ 19 2.7% パスタ 7 3.8% パスタ 4 2.3% パスタ 5 2.8% パスタ 3 1.8%

 

●女性順位 

順位 四国四県合計 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 

 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 

1 位 うどん 611 47.1% うどん 176 55.5% うどん 168 51.4% うどん 151 46.9% ラーメン 126 38.0%

2 位 ラーメン 305 23.5% そうめん 41 12.9% ラーメン 62 19.0% ラーメン 80 24.8% うどん 116 34.9%

3 位 そうめん 126 9.7% ラーメン 37 11.7% そうめん 54 16.5% パスタ 42 13.0% そば 41 12.3%

4 位 そば 104 8.0% パスタ 27 8.5% そば 19 5.8% そば 21 6.5% そうめん 21 6.3%

5 位 パスタ 103 7.9% そば 23 7.3% パスタ 15 4.6% 冷麺 11 3.4% パスタ 19 5.7%

 

■年齢別順位 

 

●年齢別 1 位麺類 

年代 四国四県合計 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 

 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 

10 代 

以下 
ラーメン 25 43.9% うどん 7 58.3%

うどん／

ラーメン
各 3 33.3% うどん 4 50.0% ラーメン 18 64.3%

20 代 ラーメン 117 44.5% うどん 24 44.4% ラーメン 28 44.4% ラーメン 36 46.8% ラーメン 39 56.5%

30 代 ラーメン 166 38.6% うどん 52 50.5% ラーメン 32 42.1% うどん 56 38.6% ラーメン 61 57.5%

40 代 うどん 188 50.1% うどん 53 55.2% うどん 46 56.1% うどん 54 52.4% ラーメン 37 39.4%

50 代 うどん 250 49.4% うどん 81 59.6% うどん 81 51.3% うどん 50 50.5% ラーメン 47 42.7%

60 代 うどん 124 50.8% うどん 37 60.7% うどん 42 60.9% うどん 23 41.1% うどん 22 37.9%

60 代超 うどん 69 55.2% うどん 26 68.4% うどん 24 60.0% うどん 11 91.7% 
ラーメン

／そば 
各 10 28.6%

 

●年齢別 2 位麺類 

年代 四国四県合計 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 

 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 麺類 人数 ％ 

10 代 

以下 
うどん 17 29.8% 

ラーメン／ 

そうめん 
各 2 16.7% そうめん 2 22.2% ラーメン 2 25.0% 

うどん／ 

パスタ 
各 3 10.7%

20 代 うどん 80 30.4% ラーメン 14 25.9% うどん 23 36.5% うどん 23 29.9% うどん 10 14.5%

30 代 うどん 162 37.7% ラーメン 23 22.3% うどん 21 27.6% ラーメン 50 34.5% うどん 33 31.1%

40 代 ラーメン 104 27.7% ラーメン 18 18.8% ラーメン 19 23.2% ラーメン 30 29.1% うどん 35 37.2%

50 代 ラーメン 117 23.1% そうめん 19 14.0% そうめん 28 17.4% ラーメン 30 30.3% うどん 38 34.5%

60 代 そうめん 47 19.3% そうめん 15 24.6% そうめん 13 18.8% そうめん 13 23.2% 
ラーメン 

／そば 
各 13 22.4%

60 代超 そうめん 21 16.8% そうめん 7 18.4% そうめん 8 20.0% そば 1 8.3% うどん 8 22.9%
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＜寄せられたコメントの一部＞ 

四国四県アンケート調査結果 

 

1 位：＜「うどん」についてのコメント＞ 

こしのあるうどんを食べると幸せな気分になる。喉ごしが良い。また、一年中食べることができる。 

（徳島県） 

お腹にもたれず、あっさりと食べられる。（愛媛県） 

年齢を重ねる毎にうどんの味が好きになった。日本人としての体の要求だと思います。（高知県） 

2 位：＜「ラーメン」についてのコメント＞ 

春夏秋冬問わず食べたくなってしまう。色々な種類があるから。（香川県） 

味が濃いのが良く、スープまでおいしい。（徳島県） 

3 位：＜「そうめん」についてのコメント＞ 

小豆島そうめんは、のど越し良く、冷・温・味噌汁でも美味しい。（香川県） 

冷やしてもあたためてもグットです。そうめん大好き一家です。（徳島県） 

4 位：＜「そば」についてのコメント＞ 

独特の風味とこしがあって食感がすばらしい。（徳島県） 

カラダに良いし、あっさりしている。また、香りもいい。（高知県） 

5 位：＜「パスタ」についてのコメント＞ 

色々なソースや、具材などバラエティーに富んでいるから。（香川県） 

 

 
 
 
 

6



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


