










れは PDF の内容を含めずに保存された 
dobe® Illustrator® ファイルです。 
のファイルを他のアプリケーションに配置 
たは開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
プションを選択して保存しなおす必要があります。 
のオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。
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