World Luxury Hotel Design

日本語

MENU DESIGN : Volume 3
AMENITY&GRAPHIC DESIGN : Volume 6
■商品 使用上のご案内■
1. 商品は書籍ではなく、DVD に収納されたコンテンツ ( PDF ファイル ) です。

DVD をパソコンの DVD レコーダーに挿入すると、デスクトップにアイコンが現れ、これをダ
ブル・クリックすると各ホルダーが表示されます。ホルダー内に、ご覧頂くコンテンツ (PDF ファ

World Luxury Hotel Design

ENGLISH

MENU DESIGN : Volume 3
AMENITY&GRAPHIC DESIGN : Volume 6
■ Informaton and Instruction ■
1. This DVD is one of the 「World Luxury Hotel Design / series」.
Load the DVD into your computer, on your computer’s desktop, doubleclick and open the DVD icon.

イル ) がありますので それぞれにパスワードを入れご覧頂くスタイルです。
2. 商品の使用には、DVD レコーダーが付属するパソコン、PDF ファイルを回覧するソフト
(Adobe Reader/ ネットからダウンロード可能 ) 、パスワードが必要です。
※ DVD は基本的に販売中の PC/Windows 及び Mac に対応するハイブリット版です。
ただし少ないメモリー、旧 OS、古いパソコンではご覧頂けない場合があります。
解像度 1920 x 1200(WUXGA) モニター使用時、メニューなどの小文字や画像ほかが、
見違えるほど鮮明にご覧頂けます。
※ TV 用 DVD レコーダーでは、内容をご覧頂けません。
※ パスワードは、商品のファイルに記載しています。
※ PDF ファイルを回覧する Adobe Reader は、Adobe 社の下記 URL から無料取得が可能です。
http://www.adobe.ne.jp

3. コンテンツ (PDF ファイル ) から、再編集、画像・文章のコピー、印刷はできません。

2. DVD needs computer with DVD recorder, Adobe Reader (by Adobe) must be
in- stalled to view the contents (PDF format-file) , and passward.
※ DVD is hybrid version for Windows and Mac. We'e recommended 2GBT memory, New OS,
upgrade than Acrobat 5.0 and new computer.
※ DVD can not load the "DVD recorder for Television".
※ The passward is mentioned in holder of the commodity.
※ Adobe Reader can free-download from Adobe's URL. http://www.adobe.com

3. The contents (PDF format -file) can not re-editing, text copies, photo copies
and paper-printing.
4. We refuse using these DVD for seminar, meeting and showcase.

4. 当商品を使用してのセミナー、授業、ミーティングなどは、商法の規定によりお断りしています。
5. 当商品は、ホテルからの厳重な使用許可を得て制作しています。デザインの盗用・違法複製 な
どができないようにパスワードなどにより保護しています。
知的所有権の保護は WIPO( 世界知的所有権機関 ) が統括、同時に違法複製も国際法により処
罰および賠償金の対象になりますので充分ご注意ください。

5. These DVD are produced by particular agreement of hotels, also protect free
copy by passward. A copy of design, illegal copy and sale of these DVD are
not recognized, those will be panishment and an indemnity by The International Court of Justice, as WIPO.

■ご購入前のご注意■
1. 商品は、書店販売はしておりません。現在のところ、Website、ダイレクト・メイル、 直販
会社などからの販売です。
2. ご購入後の返品には、対応しておりません。
ホーム・ページ内の PDF ページ・サンプル、PDF カタログなどをよくご覧の上、下記の方法
にてご注文書をお送りください。
3. 商品の制作には充分に注意を払っています。ただし運送中などに破損した商品は、お取り替え

■ Instraction for purchase ■
1. These DVD not supply by bookstore, sale by this website, directsales.
2. We are not correspond to returned DVD.
Please check and read about all informations, as Brochure and information.
3. We support to renew for sending damage.

します。

■ご購入のご案内 / 発送までの手順■
1. ご購入は、指定書式の FAX、または e-mail にてご注文ください。
2. ご注文頂いた後、振込指定銀行口座名をお知らせします。

■ Arrangement for purchase & deliverly ■
1. Please use rule FAX sheet or e-Mail sheet for purchase.
2. We send Bank-Name & Account, after when we will be received order sheet.
3. We deliver, after when we will be recognized bank-account.

3. 入金確認後、発送日などをご連絡し、着払いの宅急便にて発送致します。
( 商品はオンデマンドのため、不在庫時に多少発送が遅れることがあります )
□ 商品の代引きにつきましては、現在運送会社と調整中です。

KEI. PLANNING ケイ・プラニング

KEI. PLANNING ケイ・プラニング

■ PDF ファイルのサムネイル・プレヴュー ■
■ PDF ファイルのページ構成について ■

↑

1. 商品は書籍ではありませんので、章、ページ番号などを記載した
目次などのページは設けておりません。
ご希望の各 PDF ファイルをダブル・クリック、それぞれにパス
ワードを入れ、ご覧頂くスタイルをとっています。

2. PDF ファイルをプレヴューする Adobe Reader には、目次に変
わる機能としてサムネイル ( 全ページの小画面 ) があります。
ご希望の箇所を素早く見つけるには、サムネイル表示設定にて
ご使用頂くことを お勧めします ( 右ページ参照 )。

3. Adobe Reader には、サムネイル ( 小画面 ) 機能があります
PDF ファイルを 1 ページからスクロールしてすべてをご覧頂く前に、
サムネイル画面をご覧頂き ( 上下可動 )、選択のサムネイル画面をダブ
ル・クリックすると、右の大きな画面が表示される利便性があります。

↓

