
お申し込みになる際には、必ずお読みください。

JALカード家族プログラム会員規約

７. 退会その他の理由にて、家族プログラムの会員資格を喪失した場合には、以後本規約にもとづく家族プログラムの

特典は一切ご利用できません。ただし、家族プログラム会員資格の喪失時までに交換手続が終了しているJMB特典

は、その有効期限内で有効とします。

 

■第５条（登録手数料）
家族プログラムの登録手数料は親会員・子会員ともに無料です。ただし、2011年1月末までに子会員として登録され

た18歳未満および18歳の高校生のJMB会員について支払われた登録手数料は、本規約第3条第3項の場合、家

族プログラムを退会した場合、また家族プログラムの登録取消となった場合等を含め、いかなる場合においても返却い

たしません。

■第６条（退会と家族プログラム会員の登録取消）
１. 親会員が家族プログラムから退会する場合は、所定の届出書を提出する方法により、家族プログラムをいつでも退会

することができます。なお、親会員の交代を行わず、親会員が家族プログラムから退会した場合、子会員も自動的に退

会となります。 

２. 子会員は所定の届出書を提出する方法により、自ら家族プログラムをいつでも退会することができます。（未成年の方

の場合には親権者の方の同意が必要となります。） 

３.  前２項の場合において、JALカードまたはJMBの会員資格には何らの影響も与えないものとします。 

４. 家族プログラム会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、日本航空は何ら通知、催告を要することなく家族プロ

グラム会員の登録を取り消すことができます。 

（１）会員が登録申込時に虚偽の申告をした場合 

（２）本規約、JMB会員規約、またはJALカード会員規約に違反した場合 

（３）JMB会員規約第３９条各号、またはJALカード会員規約第２4条第３項各号のいずれかの事由に該当した場合 

（４）その他、信頼関係の破壊等、両社が合理的理由にもとづき会員として不適当と認めた場合 

（５）第２条第３項に定める１８歳未満の子会員が、満１８歳を迎えた後、日本航空が定める期間内にJALカードに入会

しない場合

 

■第７条（届出事項の変更）
１. 家族プログラム会員が両社に届け出た氏名、住所、勤務先等に変更が生じた場合、所定の方法により、遅滞なく届け

出なければなりません。なお、必要に応じて第２条に定める会員であることの証明を求める場合があります。 

２. 親会員は、すべての登録情報が正確であること、および届出が適時に行われることについて責を負います。届出内容

の虚偽や錯誤により、または家族プログラム会員からの登録内容変更の届出の未達、不備、誤り等により生じた不利

益に対して、両社は一切責任を負いません。

■第８条（個人情報の利用）
日本航空および日本航空グループ企業（日本航空および日本航空が直接または間接に出資する下記企業）は、家族プ

ログラム会員から提出された個人情報を、家族プログラムに関わるマイルの合算・特典の利用の管理、家族プログラム

運営に関する諸手続、航空運送サービスの提供、ツアー・ホテル等航空旅行に密接に関連のあるサービスの提供、提

携会社のものを含む販売促進資料・アンケート等のご案内、商品開発およびこれらに付随する業務、国内・海外旅行に

関する情報の提供のために共同利用いたします。この場合の共同利用における管理責任者は、日本航空となります。

（１）情報の範囲

家族プログラム登録申込書記載の内容、その変更内容、およびカード利用終了等の事実、その他上記の目的の

ために必要な情報 

（２）利用者の範囲

日本航空グループ航空会社、（株）JALカード、（株）ジャルパック、（株）JALホテルズ、（株）JALナビア、日本航空の

予約・販売・空港ハンドリング会社 

■第９条（その他規定事項）
１. 家族プログラムに関わる通知または送付書類等は原則として親会員宛てに送付するものとし、親会員宛ての通知・送

付をもって、子会員全員に対しても通知・送付されたものとみなします。 

２.  両社は、次の各号により生じた家族プログラム会員の損害または損失については一切の責任を負いません。 

（１）家族プログラム会員が日本航空グループ企業を含む提携会社を利用した場合 

（２）家族プログラム会員の故意または過失により、第三者によって家族プログラムおよびJMBのサービスを使用された

場合 

■第１０条（マイルの取消）
日本航空は、家族プログラム会員が次の各号のいずれか一つに該当する場合、それまで正当に積算されたものを含め

すべてのマイルを取り消すことができるものとします。また、それにより両社が損害を被った場合は、家族プログラム会員

に対しその賠償を請求することができるものとします。 

（１）本規約第６条第４項の定めにより家族プログラム会員の登録を取り消された場合 

（２）本規約、JMB会員規約、またはJALカード会員規約に違反した場合 

（３）その他両社が会員として不適当と認める行為があった場合

 

■第１１条（マイルに関する疑義等） 
マイルの有効性、積算数に関する疑義、その他家族プログラムの運営に関して生ずる疑義は、日本航空がJMB会員

規約その他に従って解決するものとします。

■第１２条（家族プログラムの中止等）
日本航空は、その運営上の都合等により家族プログラムを中止もしくは終了、またはその内容を変更することができる

ものとします。終了もしくは中止の場合、すべての家族プログラムサービスも同時に終了します。なお、これらの場合に

は、日本航空が適当と判断する方法であらかじめ家族プログラム会員へ通知するものとします。

以上

2011年4月改定

日本航空株式会社（業務受託　株式会社ジャルカード）

■第１条（規約の目的およびその改定ならびに承認）
１. 本規約は日本航空株式会社（以下「日本航空」という。）が株式会社ジャルカード（以下「（株）JALカード」とい

う。）に業務委託して運営する「JALカード家族プログラム」（以下「家族プログラム」という。）に関する基本事項を

定めるものであり、本規約第２条の定めるところにより家族プログラムに登録したJALカード個人会員およびJALマイ

レージバンク会員（以下「家族プログラム会員」という。）に対して適用されます。家族プログラム会員は本規約の他、

JALマイレージバンク（以下「JMB」という。）会員規約（JMB WAON 特約を含む）、JALカード会員規約（個人用）

（以下「JALカード会員規約」という。）、JMBハンドブック、日本航空および（株）JALカード（以下「両社」という。）

のホームページ等の定め、ならびに日本航空および提携航空会社各社の運送約款を理解、承認したうえでこれらに

従うものとします。 

２. 日本航空は必要と認めた時に、本規約を事前の通知を行うことなくいつでも改定することができるものとし、その内容を

通知後に、家族プログラム会員が本規約第4条第１項に定める特典交換の申込を行った場合は、改定後の規約を承

認したものとみなします。 

３. 本規約に定めのない事項および語句の定義については、「JMB会員規約」、「JALカード会員規約」をそれぞれ適用い

たします。 

４. 最新のホームページ、印刷物に記載された規約内容および告知内容は、すべての規約および告知に優先するものと

なります。 

■第２条（家族プログラム会員）
１. 家族プログラム会員には、親会員と子会員とがあります。 

２. 親会員とは、JMB日本地区（JMB登録住所が日本国内であることをいう。）に所属する２０歳以上のJALカード個人本

会員（JALカード naviを除く。）で、本規約を承認のうえ、所定の方法により家族プログラムの登録を申し込み、日本航

空が家族プログラムの登録を認めた方をいい、「家族」の代表者一名とします。本規約における「家族」とは親会員を

基準として次項で定まる範囲の親族をいいます。 

３. 子会員とは、JMB日本地区に所属する次の各号をすべて満たす方で、本規約を承認のうえ、親会員を通じて所定の方

法により登録を申し込み、日本航空が家族プログラムの登録を認めた方をいいます。ただし、１８歳未満および１８歳の

高校生の場合は、JMB会員であることをもって第３号を満たすものとします。（家族プログラムの登録申込時にJMB会

員資格を有していない場合には、登録と同時にJMB会員として登録されることに同意するものとします。）なお、子会員

の登録は最大９名までとし、親会員が退会その他の理由で家族プログラム会員の資格を喪失したときは、子会員も同

様とします。 

（１）親会員の登録が有効に存在していること。 

（２）親会員と生計を同一にする親族のうち配偶者または一親等であること。ただし、親会員と名字が異なる場合には、

親会員と同居していること。 

（３）JALカード個人本会員、または、JALカード個人家族会員であること。 

４. 家族プログラムの登録には、各個人ごとの承諾が必要となります。（未成年の方の場合には親権者の方の同意も必

要となります。）これらの承諾がなかったことによる損害について、両社はその責を一切負わないこととします。なお、必

要に応じて第２条で定める「家族」であることの証明を求める場合があります。 

５. 親会員は、申込内容の虚偽・錯誤、マイルの不正使用、子会員登録の偽造を含む不正申請に由来する、両社への損

害を含むすべての第三者からのすべての費用、請求、損害、要求に対して責を負うものとします。 

6. 本条に定める要件を満たさないことにより家族プログラムの登録ができない場合、原則として申込は無効となりますが、

次の各号のいずれかの書類が同封されている場合に限り、家族プログラム登録の如何にかかわらずJMBに入会する

意思があるものとみなし、JMB入会手続を行います。

（１）JMB新規入会申込書

（２）フライトマイル事後登録必要書類

■第３条（家族プログラム会員の資格と有効期限）
１. 家族プログラム会員の資格は、家族プログラムの登録手続が完了した日から有効とします。 

２. 前項にかかわらず、家族プログラム会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、家族プログラム会員の資格を失

うものとします。

（１）本規約第２条第２項または第３項の条件を満たさなくなった場合 

（２）転居等によりJMB日本地区に属さなくなった場合 

３. 子会員であるJMB会員は、１８歳を迎えた後、日本航空が定める期間内にJALカード個人本会員、または親会員の家

族会員、子会員の家族会員に入会することにより家族プログラムを継続することができるものとします。 

■第４条（マイル合算と照会）
１. 親会員または１８歳以上の子会員は、家族プログラム会員間において各々が所有するマイルについての照会、ま

たは各マイルを合算してJMB特典と交換することができます。ただし、一部の特典についてはこの限りではありません。 

２. 前項のマイル合算による特典交換の場合、家族プログラム会員はマイル数および引き落としマイル口座について指定

することはできず、次の各号に定めるところによるものとします。

（１）家族プログラム会員が所有する各マイルの中で、有効期限の異なるものがある場合には、有効期限が近いマイル

から引き落とします。 

（２）家族プログラム会員が所有する各マイルの有効期限が等しい場合には、親会員の所有するマイルから先に引き落

とし、次に子会員の所有するマイルから引き落とします。なお、子会員相互間においては日本航空所定の方法によ

り自動的に引き落とします。 

３. マイルを合算して交換するJMB特典を利用できる方は、親会員本人、配偶者および親会員の二親等以内の親族、義

兄弟／姉妹の配偶者とします。ただし、提携会社の提供する特典については、各提携会社の規約に従うものとします。 

４. 利用されなかった特典に相当するマイルを家族プログラムまたは指定利用者のマイル口座に払い戻すこ

とや他の特典に換えることはできません。ただし、JMB会員規約第１５条で定める「未使用特典の払戻しサービス」の

場合に限り、日本航空所定の方法により行うものとします。 

５. 親会員または１８歳以上の子会員は、第１項に定めるマイルの照会、または特典交換についての申込等に際し、他の

家族プログラム会員の了承を得るものとします。（未成年の方の場合には親権者の方の同意も必要となります。）万

一、かかる了承を得ずに申込等が行われ、その結果、他の家族プログラム会員または両社に損害が生じた場合、両社

はその責任を一切負わず、損害については親会員が責を負うものとします。 

６. 家庭裁判所や法の運用により、特典航空券、またはその他の利用可能なJMBの特典が相続されることはありません。

ただし、未使用マイルの相続についてはJMB会員規約第１４条が適用されます。 



JMB会員のお客さまの個人情報の管理について
JALはJMB運営にあたり、会員から提供された会員の個人情報を重要なものと認識し、その取り扱いについては細心の注意を払い、コンピューターで厳重に管理します。お客さまから提出された個人情報は、マイルの積算・特典
の利用の管理、航空運送サービスの提供、ツアー・ホテルなど航空旅行に密接に関係のあるサービスの提供、提携先企業のものを含む販売促進資料・アンケートなどのご案内、商品開発およびこれらに附随する業務のために、
JALグループ企業にて利用いたします。また、会員ご本人からのご本人の個人情報に関する問い合わせ・変更・利用停止については、管轄のJMB事務局にご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。ま
た、個人情報の取り扱いに関してご意見がありましたら、同じくJMB事務局で承ります。個人情報はあらかじめ会員の同意がある場合、ご入会後お届けするJMB一般規約に定められた場合、法令に基づき要請をされた場合を除
き、第三者に提供または開示いたしません。

ご登録後のJALホームページでのマイル詳細は、登録された親会員・子会員全員のマイルの内訳が表示されます。あらかじめご了承ください。

JALカード家族プログラム登録申込書
日本航空株式会社　行
〈業務委託　株式会社ジャルカード〉
私は、JALカード家族プログラム会員規約を了承のうえ、登録を申し込みます。

JALカード個人本会員（JALカード navi会員を除く）

フリガナ

生年月日

連絡先＊

お名前
（自署）

1

既にお得意様番号をお持ちの方は左づめでご記入ください。

大 

自宅 携帯 勤務先

昭 平 年　　　月　　　日

（　　   ）　　　 －

＊お申し込み内容につき、ご連絡する場合があります。日中にご連絡が可能な電話番号をご記入ください。

※親会員がJALカード個人本会員としてご入会いただけない場合、本登録申込書記載の全員のプログラム登録（およびJMB入会手続）ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

本登録申込書では、JALカード会員およびJMB会員の登録情報（お名前・生年月日・ご連絡先・電話番号・JMBパスワード）の変更は行いません。

20歳以上

審査日受領日 登録日

親
会
員

JALカード（クレジット機能付き）未入会の方は、JALカード（本会員）の入会手続きが別途必要と
なります（本登録申込書はJALカードの入会申込書ではありません）。ご注意

JALカード個人会員（本会員または家族会員）

子
会
員

JALカード（クレジット機能付き）未入会の方は、JALカード（本会員または家族会員）の入会手続き
が別途必要となります（本登録申込書はJALカードの入会申込書ではありません）。ご注意

フリガナ

お名前
（自署）

2

性別 男 女

年　　　月　　　日

フリガナ

お名前
（自署）

3

性別 男 女

年　　　月　　　日

JMB会員
18歳未満および18歳の高校生

親会員との続柄 配偶者 親 子

生年月日 大 昭 平

既にお得意様番号をお持ちの方は左づめでご記入ください。

親会員との続柄 配偶者 親 子

生年月日 大 昭 平

既にお得意様番号をお持ちの方は左づめでご記入ください。

＊新規にJMBにご入会の方で、パスワードのご記入のない場合は、自動設定したパスワードを後日照会していただく必要があります。また、カードのご選択が未記入の場合は、JMBカードを発行いたします。

JMBに未入会の方は、本登録申込書にてプログラム登録およびJMB入会手続を行います。なお、登録住所・電話番号は、親会員の自宅住所・電話番号と同一となります。

5

生年月日

性別 JMBパスワード＊
親会員との続柄

男 女

平成　　　年　　月　　日　　歳 配偶者 子既にJMB会員の方は、
お得意様番号を

左づめでご記入ください。

フリガナ
ローマ字氏名
（活字体）

●FIRST NAME（名）

パスポートに記載のとおりにご記入ください。お持ちでない場合はヘボン式でご記入ください。

●LAST NAME（姓）

お名前
（自署〈親権者による代筆可〉）

カードのご選択＊

6

生年月日

性別 JMBパスワード＊
親会員との続柄

男 女

平成　　　年　　月　　日　　歳 配偶者 子既にJMB会員の方は、
お得意様番号を

左づめでご記入ください。

フリガナ
ローマ字氏名
（活字体）

●FIRST NAME（名）

パスポートに記載のとおりにご記入ください。お持ちでない場合はヘボン式でご記入ください。

●LAST NAME（姓）

お名前
（自署〈親権者による代筆可〉）

カードのご選択＊

ご記入日 平成　　   年　　月　　日

18歳以上（高校生を除く）

4

生年月日

性別 JMBパスワード＊
親会員との続柄

男 女

平成　　　年　　月　　日　　歳 配偶者 子既にJMB会員の方は、
お得意様番号を

左づめでご記入ください。

フリガナ
ローマ字氏名
（活字体）

●FIRST NAME（名）

パスポートに記載のとおりにご記入ください。お持ちでない場合はヘボン式でご記入ください。

●LAST NAME（姓）

お名前
（自署〈親権者による代筆可〉）

カードのご選択＊ JMB WAONカード（WAON機能付き） JMBカード（WAON機能なし）

JMB WAONカード（WAON機能付き） JMBカード（WAON機能なし）

JMB WAONカード（WAON機能付き） JMBカード（WAON機能なし）

JMB新規
入会の方のみ
ご記入ください。

JMB新規
入会の方のみ
ご記入ください。

JMB新規
入会の方のみ
ご記入ください。



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A30D730EC30B954C18CEA005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


