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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におい
て、下記のとおり、規約一部変更及び役員選任に関して、2021 年 10 月 20 日開催予定の本投資法人の第５
回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせいた
します。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１. 規約一部変更の主な内容及び理由について
(１) 本投資法人は、2015 年３月の設立以来、賃貸住宅の取得によりポートフォリオの構築をしてま
いりましたが（2021 年８月末時点 156 物件、取得価格の合計 1,438 億円の運用資産残高）、今
般、本投資法人の投資方針・投資対象となる資産の用途を明確化すべく規約の一部変更を行うも
のです。具体的には、これまでに本投資法人における取得実績のないホテルについて、本投資法
人の投資対象となる資産の用途から除外する旨の変更を行います。ただし、①取得価格が 10 億
円未満のホテル・旅館その他宿泊施設、及び②民泊施設に関しては、規模・構造等において賃貸
住宅等と類似、関連する賃貸住宅周辺領域の不動産と考えられること、また、将来的には時機に
応じて賃貸住宅等施設へのコンバージョンによりリスク管理も可能であるとの判断から、本投資
法人での投資対象資産とします。なお、本規約の変更により、今後、サムティアセットマネジメ
ント株式会社は、ホテル・旅館の運用に特化した投資法人の設立を目指していきます。新設予定
の投資法人につきましては、今後詳細が決まりましたら改めて公表する予定です。
(２) 投資主総会議事録の作成において、事務の効率化・合理化を図ると同時に柔軟な運営体制の整備
を目的として議事録への電子署名を可能とすべく変更するものです。
（規約一部変更に関する詳細につきましては、別紙「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照く
ださい。）
２. 補欠執行役員の選任について
補欠執行役員増田洋介から、2021 年 10 月 31 日をもって辞任する旨の申し出があったため、2021
年 11 月１日付で補欠執行役員１名を選任することについて、議案を提出するものです。
(１) 補欠執行役員候補者
長島 幸久（新任）
（補欠執行役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第５回投資主総会招集ご通知」をご参
照ください。）

ご注意：この文書は、本投資法人の規約変更及び役員選任に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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３. 本投資主総会に関する日程
2021 年９月 15 日 第５回投資主総会提出議案の役員会承認
2021 年９月 30 日 「第５回投資主総会招集ご通知」の発送（予定）
2021 年 10 月 20 日 第５回投資主総会開催（予定）

以

上

* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com

ご注意：この文書は、本投資法人の規約変更及び役員選任に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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ᵥ⿄ࡋཱུ✇˩ἕΉྨ⮥ǣ⢡᮪
ྪޮ ౪ảǾቊཱུ✇ᗕ͆Ǻǽǣⶲ⥎ȡ✖șƸڣǞ൧ᰵᨃǦˀǡȍǨƹ
 ǤǵƸȽɨɎȫɿɴɀɏɻȿɫɳཱུ✇ᗕ͆⾷ͨˁǃቊཱུ✇ᗕ͆ǄǷǓǓȍ
Ǩƹ⾸ǽᵥ⿄ࡋཱུ✇˩ἕΉȡˁ▉ǽǷǙș⫳ҁǓǮǦȍǨǽǶƸǣ⢡᮪ᨃǦˀǡ
ȍǨƹ
 ǹǙƸᄽࢪȻɵɒȮȬɳɁǽዓྮগ⬸ᓹǽ╞᠊ǚȘƸቊཱུ✇˩ἕΉǺǳǜȍ
ǦǵǾƸᏩמƸሤⰢǺȗȚ⚑ᖑᑤ⒅πȡǓǮǯǜƸཱུ✇˩ᐯǽΧ☈˃↝ǽሱᠪǺ
ǚǚȞȘǩƸഝᅠǽǣቻईǾǙလǗǓǮǯǞǢǷȡဝᨃǦˀǡȍǨƹǳǜȍǦ
ǵǾƸǙཆᄋǶǨǛൖ▉ǽཱུ✇˩ἕΉڹሤⲲȡǣᎰ╿ǓǮǯǜȍǦǵƸ۴ଖǽ
⚑ᖑᑤ⒅πሤⰢǺ⚑ጣǺଓǨȚ✕܀ȡǣ⒙ᰳǓǮǯǜƸ౫ሰᅠ⾷៥ሓ
ᅠ⾸٨ൖ⿅ᆣոȍǶǺ֗᭭ǨȚȗǕǣ⡫⢌ǞǯǤǓȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍ
Ǩƹ
 ȍǮƸቊཱུ✇ᗕ͆ǺǙǜȍǦǵǾƸཱུ✇Ј█ڽȂཱུ✇ᗕ͆Ǻ⬄ǨȚᗕൕᵥቷ
ᵥ⿀ⱼǺ࣠ǴǜƸ╄ẇᵥቷᵥ⿀ⱼ˱⅏ᵥ⿂ⱼǺǙǓǵƸǃȎǹǦ✕༔ǄǺ⬄Ǩ
Ț╄ȡᓎǽǷǙșȐǵǙșƸቊཱུ✇˩ἕΉǺံլǤțȚ⚑ጣǾǓǩțȑ╄ẇ
ᵥቷᵥ⿁ⱼǺȐȚ⚑ጣǺ○ഝǦȍǪȢƹ൝ǓȍǦǵƸཱུ✇˩ᐯǛഝᅠཱུ✇˩
ἕΉǺǣլǺǹȘțǩƸǚǳƸ⚑ᖑᑤ⒅πሤⰢǺȗȚ⚑ᖑᑤǽ⒅πȡǹǤțǹ
Ǔई۰Ƹቊཱུ✇˩ἕΉǺǙǠȚ۬⚑ጣǺǳǓǵƸ✕༔ǤțǮȑǽǷȎǹǦǵǙۄ
ཟǓǨȚǢǷǺǹșȍǨǽǶƸǣ᨞ǞǯǤǓȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ

⾷ቊཱུ✇ᗕ͆╄ẇོḢ⾸
╄ẇᵥቷᵥ⿀ⱼ˱⅏ᵥ⿂ⱼ
⾷ȎǹǦ✕༔⾸
ᵥቷ ཱུ✇˩Ǜཱུ✇˩ἕΉǺլǪǩƸǚǳƸ⚑ᖑᑤȡ⒅πǦǹǓǷǜǾƸഝ
○ཱུ✇˩ǾƸǬǽཱུ✇˩ἕΉǺံլǤțǮ⚑ጣ⾷⓹ᄋǽ⚑ጣǛံլǤț
Ǯई۰ǺǙǓǵƸǢțȘǽǕǰǺᭀۀǨȚ❡ᅣǽ⚑ጣǛǑȚǷǜǾƸഝ
○⚑ጣǽǓǩțȡȑ⭒Ǟƹ⾸ǺǳǓǵ✕༔ǨȚȑǽǷȎǹǨƹ
⿁⾽֭ⱼǽ╄ǺǚǚȞȘǩƸ֭ⱼǽȎǹǦ✕༔Ǻ⬄ǨȚ╄ǾƸཱུЈᗕᵥ
ቷᵥ⿀ⱼ⾷ൃڽݲȂΉ╹ᬫዶ͆ǽ╫ͷ⾸Ƹᵥቷ⾷╄ẇǽংሠ⾸
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⾷ΟǦƸȎǹǦ✕༔Ǻ⬄⢪ǨȚ╄ǽᵾڻǾტಝǺ⭈Țƹ⾸Ƹᵥ
ቷᵥ⿂╫⾷ۥᄃ⾸Ƹᵥቷᵥ⿁ⱼ⾷✇᧳ǽ⣌᧸ǺϭȚਅ█যẇǽ╫ẇ
ǺଓǨȚ۴⾸ڻǾᵥቷᵥ⿀ⱼ⾷✇᧳ǽ⣌᧸ǺϭȚਅ█যẇǽ╫
ẇ⾸ǺϭȚ⚑ጣǽᖑ⚑ǺǾ⣪᧸ǦǹǓƹ
⿂⾽ᵥ⿀ⱼǽ╄ǽȐǺ࣠Ǵǜ⚑ጣǺ✕༔ǨȚȑǽǷȎǹǤțǮཱུ✇˩ǽ
ሱǨȚ⚑ᖑᑤǽᄋǾƸլǦǮཱུ✇˩ǽ⚑ᖑᑤǽᄋǺᶟӱǨȚƹ

ᄇԃ
▉
⿀⾽ᅠ   ᆣ⿉౫ሰᅠ⾷ᕮሓᅠ⾸٨֭ᆣո
⾷͛ۅ٨֭⿈ᆣո」⾸
⿁⾽ई   ཀ⿉ኇ̸⤹٣ͦᨀٚ┴ᨀʿʷᬶ⿁ᨯ⿀ۥ
Σ᧳ؔ˃ھ٣ͦᨀɝȩʀɁɐɛɳ⿂ ⴆٷ
ɡɳȽʀɳЄᨊTQQO⿀⾺⿁
⾷ǽཱུ✇˩ἕΉΉईǣጣԑࡖȡǣڹᡄǞǯǤǓƹ⾸
⿂⾽ཱུ✇˩ἕΉǽᬶǶǑȚ̗ⱼ⿉
ᖑ⚑̗ⱼ

ᵥ⿀⚑ۥጣ⿉╄ẇʶ⤴ংሠǽͲ
ᵥ⿁⚑ۥጣ⿉ⓝᓍࣝ⒅ൃ⿀ݲ۵⣹ͷǽͲ
ͨˀ

                                    
⾷ǙⲬǓ⾸
Ʃഝᅠǣլǽ⭾ǾƸǙཆᄋǶǨǛ۴ଖǽ⚑ᖑᑤ⒅πሤⰢȡΉई͛ۅǺǣံլǞǯǤǓȍ
ǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ
Ʃͦᥴ͆Ǻȗș⚑ᖑᑤȡ⒅πǤțȚई۰ǾƸ⚑ᖑᑤȡሱǨȚ͙ǽཱུ✇˩ǽᅀ⿀۵ȡͦᥴ͆
ǷǦǵቊཱུ✇˩ἕΉǺǣլǓǮǯǞǢǷǛǶǨǽǶƸͦᥴᑤȡ▩ǨȚሤⰢȡ⚑ᖑ
ᑤ⒅πሤⰢǷǷȑǺΉई͛ۅǺǣံլǞǯǤǓȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ
Ʃཱུ✇˩ἕΉڹሤⲲȡЍᓺǨȚई۰ǽܦ᮪ᅀᗕ
ཱུ✇˩ἕΉڹሤⲲǺ▉⠅ǨȈǜ̗ⱼȡЍᓺǨȚർ┶Ǜ᧯ǧǮई۰ǾƸЍᓺൖǽ̗ⱼȡ
ቊཱུ✇ᗕ͆ǽɣʀɨɢʀɀ⾷JVVRUYYYUCOV[TGUKFGPVKCNEQO⾸Ǻဢ⠅ǓǮǦȍǨ
ǽǶƸǣ̒ཀྵǞǯǤǓƹ
Ʃ൝ཱུ֭✇˩ἕΉẹ̒ൖǺ⫳ҁǦǵǙșȍǦǮƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽ✇᧳⣌᧸Ή᰷ǶǑȚȽɨ
ɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷ǺȗȚǃ⣌᧸ᣞᗇअܝΉǄǾƸΉईǶǽዓ⬸ᓹǽ
╞᠊ǚȘ˛ᓹǨȚǢǷǷǓǮǦȍǦǮƹ
Ʃယ⡨ɿယ╮ǺȗȚዓɲɁȷȡ⤀ǠȚǮȐƸቊཱུ✇˩ἕΉǺǣլǽཱུ✇˩ᐯȇǽǙࡽ
᧳ǽǙᚡǦǾလǗǤǪǵǓǮǯǜȍǨƹΩٲǣᥴ╫✖șȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ
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ᄽࢪȻɵɒȮȬɳɁዓᩲଓᵾǺǳǓǵ

 ቊཱུ✇ᗕ͆ǾƸཱུ✇˩ǽᐯǽયӴȡᵥʶǺǗƸቊཱུ✇˩ἕΉ⫳ҁǺǙǠȚᄽࢪȻ
ɵɒȮȬɳɁዓ⬸ᓹǽǮȐǺͨˁǽଓඅȡ⒅ǓȍǨƹཱུ✇˩ǽᐯǽǣᥴ╫ڽȂǣٴ
מȡǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ

ɿቊཱུ✇ᗕ͆ൃڽݲȂ⣌ߙɁɇɋɝǾƸΧ☈◜ǽˀƸ֧ڤǷǦǵɦɁȷȡ᭭᧸ǦȍǨƹ
ɿǣլǽ⭾ǺǾƸΉई▚ΈǽȪɳȻʀɳᘲᕇᙉǽǣ᧸ǷƸɦɁȷȡ᭭᧸Ǧǵǽǣቻ
ईǹǸǽዓ̔⬸ଓᵾǺǣמٴǞǯǤǓȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ
ɿ͛ۅǺǵƸΧᚩᚬȡીᅄǤǪǵǓǮǯǞǢǷȑǣǥǓȍǨƹᚬᆣǺùͨˀǽ
ᡡǛǑȚཱུ✇˩ᐯǺǾƸቊཱུ✇˩ἕΉȇǽǣլȡǣ⣡ອǓǮǯǞȗǕǙⲬǓǨȚ
ǢǷȑǣǥǓȍǨǽǶƸǑȘǚǧȐǣ̒ཀྵǞǯǤǓƹȍǮƸቊཱུ✇˩ἕΉ˛ǺΧ☈˃
↝Ƿ╀ۅǠȘțȚᅀǺǾƸ⣌ߙɁɇɋɝǛǙॷတǠȡǤǪǵǓǮǯǞǢǷǛǣǥǓȍ
ǨǽǶƸǑȘǚǧȐǣ̒ཀྵǞǯǤǓƹ
ɿǣቻईǤțǮཱུ✇˩ᐯǽǙ˔ȂǺቊཱུ✇ᗕ͆ǽൃݲƸⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝڽȂ⣌ߙ
Ɂɇɋɝǽǽ⫻⭷ȡ౺ǞǷȚǮȐƸό౫ȗșȑଦǹǓಐᄋǽǣ᧸ǷǹșƸ١ո
ǹᄋǽǙȡЄǶǜǹǓමǛǣǥǓȍǨƹʽǛʶǙǛǣ᧸ǶǜǹǓई۰Ƹ
Ήईԑȇǽӱईȡ֝⭈ǤǪǵǓǮǯǞǢǷǛǣǥǓȍǨǽǶƸǑȘǚǧȐǣ̒ཀྵǞǯ
ǤǓƹ
ɿᳮᠬǽΉईπ᧸֝⭈ᵱǺȗșƸཱུ✇˩ἕΉǛ̔⢡ș⫳ҁǤțǹǓई۰ǛǣǥǓȍǨƹ
ং ሠ Ǻ ⬄ Ǩ Ț Ǚ ᮪ Ș Ǫ ȡ ቊ ཱུ ✇ ᗕ ͆ ǽ ɣ ʀ ɨ ɢ ʀ ɀ ⾷ JVVRUYYYUCOV[
TGUKFGPVKCNEQO⾸Ǻဢ⠅ǨȚई۰ǛǣǥǓȍǨǽǶƸǣ◜ǓǮǯǜȍǨȗǕǙⲬ
ǓᨃǦˀǡȍǨƹ
ɿǢǽ͙Ƹቊཱུ✇˩ἕΉǽᲙಂỺ྾ǽ╞᠊ǚȘƸർ┶ǹဟΈȡ♠ǧȚई۰ǛǣǥǓȍǨƹ

 ǹǙƸ͑ൖǽᣞᗇǽংكǺȗǲǵǾˀ▉ǽԑȡሠᄽǨȚई۰ǛǣǥǓȍǨǽǶƸ⣪
ઽቊཱུ✇ᗕ͆ǽɣʀɨɢʀɀ⾷JVVRUYYYUCOV[TGUKFGPVKCNEQO⾸Ǻǵǣ◜ǓǮ
ǯǜȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ
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ཱུ✇˩ἕΉڹሤⲲ

⚑ጣڽȂⱼ̗ڹ
ᵥ⿀⚑ۥጣ⿉╄ẇʶ⤴ংሠǽͲ
 ቊཱུ✇ᗕ͆ǽ╄ẇȡˁ▉ǃ⿁ ংሠǽԑǄǺ▉⠅ǽǷǙșংሠǨȚǢǷ
ȡǙⲬǓǨȚȑǽǶǨƹ
⿀ ংሠǽᥴᨁ
 ཱུ✇ᗕ͆ǾƸ▚ᴗͨቻƸ✃⛸ΣફᵱǽۄൡǺȗșɥʀɐɝȱɲȲǽᐦ᷂
ȡǦǵȍǓșȍǦǮǛƸ͑ⅺƸཱུ✇ᅀ⦠ɿཱུ✇ଓ⛅ǷǹȚ✇᧳ǽ᧸⢛ȡ
ᅽكǨȈǞ╄ẇǽʶ⤴ংሠȡ⒅ǕȑǽǶǨƹԃΧǺǾƸǢțȍǶǺ
ቊཱུ✇ᗕ͆ǺǙǠȚۄൡીὧǽǹǓƸɣɎɳǺǳǓǵƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽཱུ
✇ଓ⛅ǷǹȚ✇᧳ǽ᧸⢛ǚȘ⭒ঋǨȚᅣǽংሠȡ⒅ǓȍǨƹǮǯǦƸŋ
ۄൡϢǛҽԒቈᛙǽɣɎɳɿᅌⴆǬǽ͙ᗐᅄ▚ƸڽȂŌᕡᗐᅄ▚
Ǻ⬄ǦǵǾƸ╄ᑡɿᐦ⢧ᵱǺǙǓǵ✃⛸ΣફᵱǷⲲΚƸ⬄⢪ǨȚ✃⛸Σ
ફܦ⡙ⲏࣕǽ˃ؔ᧳ǷǗȘțȚǢǷƸȍǮƸଛቻǺǾᆣᑿǺඅǧǵ
✃⛸ΣફᵱȇǽȻɻɘʀɀɯɻȡીᅄǨȚǢǷǺȗȚɲɁȷᶩᥴȑ
ǶǑȚǷǽᄺǚȘƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽཱུ✇ଓ⛅✇᧳ǷǦȍǨƹ
 ཱུ✇˩ἕΉڽȂൃݲΉ⚑̗⩜ǽΰ༔ǺǳǓǵƸؘ̗ǽك᤹ɿ۰ᥴكȡ
ࡖȚǷ۴ᆣǺዔ⟲ǹ⣌ߙΧ֝ǽᄏѿȡᬶǷǦǵ⚑̗⩜ȇǽ⯍῍۵ȡ
ǷǨȈǞংሠǨȚȑǽǶǨƹ
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⿁ ংሠǽԑ
 ংሠǽԑǾᓎǽǷǙșǶǨƹ




⾷ˁἠǾংሠ⤴ոȡᰳǦȍǨƹ⾸
ᥰ

⒅

╄

ẇ

ং

ᵥቷ⾷࣠ᛡᅠᵱ⾸
⿀⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸
⿁⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸
⿂⾽ཱུ✇˩ἕΉǺ⬄ǨȚ⚑̗ǺǳǓǵǾƸ
ᗕͧǺȐȚǷǢȜǺȗș⚑̗⩜ȡΰ༔
ǦƸլǦǮ⚑⫧Ƹࣝ⒅ൃڽݲȂᬫ᭴ൃ
ݲǛƸǢțǺ῍۵ڻǾ▉۵ྍڇǨȚƹ
⿃⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸
ᵥቷ⾷ᖑ⚑ᵱ⾸
⿀⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸
⿁⾽ൃݲΉǺ⬄ǨȚ⚑̗ǺǳǓǵǾƸᗕͧ
ǺȐȚǷǢȜǺȗș⚑̗⩜ȡΰ༔ǦƸ
լǦǮࣝ⒅ൃڽݲȂᬫ᭴ൃݲǛƸǢț
Ǻ῍۵ڻǾ▉۵ྍڇǨȚƹ
⿂⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸



ጣ

ᵥቷ⾷࣠ᛡᅠᵱ⾸
⿀⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
⿁⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
⿂⾽ཱུ✇˩ἕΉǺ⬄ǨȚ⚑̗ǺǳǓǵǾƸ
ᗕͧǺȐȚǷǢȜǺȗș⚑̗⩜ȡΰ༔
ǦƸլǦǮ⚑⫧Ƹࣝ⒅ൃڽݲȂᬫ᭴ൃ
ݲǛƸǢțǺ῍۵Ƹ▉۵ྍڻڇǾ⯍῍
۵ǨȚƹ
⿃⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
ᵥቷ⾷ᖑ⚑ᵱ⾸
⿀⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
⿁⾽ൃݲΉǺ⬄ǨȚ⚑̗ǺǳǓǵǾƸᗕͧ
ǺȐȚǷǢȜǺȗș⚑̗⩜ȡΰ༔ǦƸ
լǦǮࣝ⒅ൃڽݲȂᬫ᭴ൃݲǛƸǢț
Ǻ῍۵Ƹ▉۵ྍڻڇǾ⯍῍۵ǨȚƹ
⿂⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
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ᥰ

⒅

╄

ẇ

ং

ᵥቷ⾷ཱུ✇ຎಏ⾸
⿀⾽ቊཱུ✇ᗕ͆Ǜ˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳⾷˃ؔ᧳
ᵱ⾷ᵥቷᵥ⿀ⱼᵥ⿀ۥǺȐȚ✇᧳ȡ
ǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ڽȂ˃ؔ᧳ଓඅ▩֟
⾷ᵥቷᵥ⿀ⱼᵥ⿁ۥǺȐȚ✇᧳ȡǓ
Ǖƹ⾸ȡἕᲠǦǵǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ȇ
ཱུ✇ǨȚǺ⭾ǦǵǾƸ˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ǽ
ቊΧȡǹǨ˃ؔ᧳⾷ࢄˀᑤڽȂ˃ؔ᧳ǽ
✃йᑤȡ܅ȏƹͨˁቊቷᵥ⿀ⱼǚȘᵥ⿂
ⱼȍǶǺǙǓǵ۴ǧƹ⾸ڻǾǬǽⓔ͛Ǡ
ǷǹȚ˃ؔ᧳ǽ᧸⢛ǾƸ✃⛸ΣફƸɣɎ
ɳڽȂɠɳɁȹȪᅄ▚⾷˩ǮȚ᧸⢛ȡƸ
ⶲ⽶ǽΣǽયЄǺ⬄ǨȚᗕൕǺ
╄ǨȚǃȽʀɛɁ͛ǜⶲ⽶۹ǠΣ
ફǄ˔ȂǺ͆ᱨ᰽ᗕǺ╄ǨȚǃሱᄦ
͆ɣʀɨǄڽȂǃ◜᮪ᩲⶲ⽶ȸɳʀ
ɟɣʀɨǄǷǨȚೈᢼȡ܅ȏǛǢțȘǺ
⭈ȘțǹǓƹ⾸ᵱǽ✃⛸Σફܦ⡙ⲏࣕǽ
˃ؔ᧳ǷǨȚƹΟǦƸ⓹ᄋǽ˃ؔ᧳⬄⢪
✇᧳ȡʶྯǦǵۄൡǨȚई۰ǺǾƸഝ○
˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ǽቊΧȡǹǨ˃ؔ᧳ڻǾ
Ǭǽⓔ͛ǠǷǹȚ˃ؔ᧳ӴΧǽ⣏٪Ǻǳ
ǜƸǬǽ᧸⢛ǛቊⱼቊᄙǺȐȚ᧸⢛Ƕ
ǑȚǷǜǾƸഝ○˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳Ӵǵȡ
ۄൡǨȚǢǷǛǶǜȚƹ

⿁⾽」⿃⾽⾷▉⠅ᭉᨪ⾸



ጣ

ᵥቷ⾷ཱུ✇ຎಏ⾸
⿀⾽ቊཱུ✇ᗕ͆Ǜ˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳⾷˃ؔ᧳
ᵱ⾷ᵥቷᵥ⿀ⱼᵥ⿀ۥǺȐȚ✇᧳ȡ
ǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ڽȂ˃ؔ᧳ଓඅ▩֟
⾷ᵥቷᵥ⿀ⱼᵥ⿁ۥǺȐȚ✇᧳ȡǓ
Ǖƹ⾸ȡἕᲠǦǵǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ȇ
ཱུ✇ǨȚǺ⭾ǦǵǾƸ˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ǽ
ቊΧȡǹǨ˃ؔ᧳⾷ࢄˀᑤڽȂ˃ؔ᧳ǽ
✃йᑤȡ܅ȏƹͨˁቊቷᵥ⿀ⱼǚȘᵥ⿂
ⱼȍǶǺǙǓǵ۴ǧƹ⾸ڻǾǬǽⓔ͛Ǡ
ǷǹȚ˃ؔ᧳ǽ˩ǮȚ᧸⢛ǾƸ✃⛸Σ
ફƸᗐᅄ▚⾷ C ⿀ۄൡଓ⛅ǑǮșǽ
ۄൡϢǛҽԒቈᛙǽɣɎɳɿᅌⴆǬ
ǽ͙ᗐᅄ▚⾷ᅌⴆᏡᗕˀǽᗐᅄ▚ȡ
ểߙǨȚǮȐǽᗐᅄ▚ǶƸɣɎɳɿᅌ
ⴆͨঋǽ۬ᗐᅄ▚ڽȂȽʀɛɁȪəʀ
ɐɩɻɐᵱȡ܅ȏǛƸᕡᗐ⾷ૐԃᵱǽѿ
ΈǬǽ͙ʶǽᦹऴᄏѿᵱȡǦǮˀǶ
ᗐȽʀɛɁȡံϜǨȚΣ⇙ǦǞǾᗐ
ᅄ▚ȡǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ȡ܅ȍǹ
Ǔƹ⾸ڽȂǢțȘǽ͛ేᅄ▚Ƹ˔ȂǺ
D ᕡᗐڽȂǢțȘǽ͛ేᅄ▚ȡǓ
Ǖƹ⾸ڽȂɠɳɁȹȪᅄ▚⾷˩ǮȚ᧸⢛
ȡƸⶲ⽶ǽΣǽયЄǺ⬄ǨȚᗕ
ൕǺ╄ǨȚǃȽʀɛɁ͛ǜⶲ⽶۹Ǡ
ΣફǄ˔ȂǺ͆ᱨ᰽ᗕǺ╄ǨȚǃሱ
ᄦ͆ɣʀɨǄڽȂǃ◜᮪ᩲⶲ⽶ȸ
ɳʀɟɣʀɨǄǷǨȚೈᢼȡ܅ȏǛǢț
ȘǺ⭈ȘțǹǓƹ⾸ᵱǽ✃⛸Σફܦ⡙ⲏ
ࣕǽ˃ؔ᧳ǷǨȚƹΟǦƸ⓹ᄋǽ˃ؔ᧳
⬄⢪✇᧳Ǜ᰷Ήểᚏˀǽ╞᠊ǺǙǓǵʶ
ΧǺ᧸ǤțǕȚई۰ǺǙǓǵƸഝ○
˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ǽቊΧȡǹǨ˃ؔ᧳ڻǾ
Ǭǽⓔ͛ǠǷǹȚ˃ؔ᧳ӴΧǽ⣏٪Ǻǳ
ǜƸǬǽ᧸⢛ǛቊⱼቊᄙǺȐȚ᧸⢛Ƕ
ǑȚǷǜ⾷ΟǦƸǬǽ᧸⢛Ǜᗐᅄ▚ǽ
ई۰ǺǾƸഝ○˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ӴΧǽۄ
ൡϢǛҽԒቈᛙǽई۰Ǻ⭈Țƹ⾸
ǾƸഝ○˃ؔ᧳⬄⢪✇᧳ǽӴ⤴ڻǾʶ⤴
ȡۄൡǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
⿁⾽」⿃⾽⾷ᥰ⒅ǽǷǙș⾸
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ሠ

ᵥ⿁⚑ۥጣ⿉ⓝᓍࣝ⒅ൃ⿀ݲ۵⣹ͷǽͲ
 ⓝᓍࣝ⒅ൃऻݲᨀᗱ͒ǚȘƸ౫ሰᅠȡȑǲǵ⡅ͷǨȚᅣǽᨃǦլ
ǛǑǲǮǮȐƸࣝ⒅ൃݲǛᓍǠǮई۰ڻǾᗕͧǺȐȚݲᄋȡᓍǞǢǷǺǹ
Țई۰ǺѿǗǵƸ౫ሰ⿀ᅠ͛Ƕⓝᓍࣝ⒅ൃ⿀ݲ۵ǽ⣹ͷȡǙⲬǓǨȚ
ȑǽǶǨƹ
 ⓝᓍࣝ⒅ൃݲǽ⣹ͷǺϭȚᖑ⚑ǛמȡሱǨȚቃ⫻ǾƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽᥰ⒅
╄ẇᵥቷᵥ⿂ⱼǽȐǺȗșƸⓀⓝᓍǶǑȚࣝ⒅ൃݲǽͷቃǛᛙ̒ǨȚ
ᆣȍǶǷǦȍǨƹ
 ȍǮƸቊ⚑ጣǺȗȚⓝᓍࣝ⒅ൃݲǽ⣹ͷǽמǾƸୂͷ֭Ǻ⭈șƸൃݲΉ
ǽᖑ⚑ǺȗșƸǬǽ⣹ͷȡۄșᘲǨǢǷǛǶǜȚȑǽǷǤǪǵǓǮǯǜȍǨƹ
 ǹǙƸⓝᓍࣝ⒅ൃݲǽ⣹ͷǺ⬄ǨȚቊ⚑ጣǾƸ౫⿈ሰᅠ⫳ҁǽൃݲ
ΉǺǙǓǵƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽᬫ᭴ൃݲǽӴݲǽ۴Ǻȗǲǵቊཱུ✇˩ἕΉȇǽ
ံլǛᖑ⚑ǤțǮȑǽǶǨƹ
 ⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝǾᓎǽǷǙșǶǨƹ
ᕟ   ۵
⾷᧯౫ሰᅠ⾸

ᨪ ᔇ  ڽȂ ⦔ ┶ ǹ Ԉ  ǽ ᣞ ᗇ
౫ሰ ጋΉ᰷ɲȪɳɲɻȷ
౫⿁ሰ ȪɃɋɐɿɦɕɀɫʀɂጋΉ᰷
⾷ᥰ ǓǰǣጋΉ᰷⾸
౫⿂ሰ ᡸȪɃɋɐɦɕʀɀɩɻɐጋΉ᰷
⾷ᥰ ȽɨɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷⾸

ǹǛ

Ǧȍ

ȕǜ

ȁǤ

⫧  ౯ ˳ ౫ሰ ȽɨɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷
⾷౫⿈ሰᅠ⾸
ɲʀɐ⣌᧸ቊ⤴ ɲʀɐ✇᧳ᶩᥴ⤴ ⤴⫧
౫⿈ሰ ȽɨɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷
ɲʀɐ⣌᧸ቊ⤴ ɲʀɐཱུ✇⣌᧸⤴ ⤴⫧
౫⿁ሰ ȽɨɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷
ɲʀɐ⣌᧸ቊ⤴⫧ Ԉ ɲʀɐཱུ✇⣌᧸⤴
⤴⫧⾷ᥰͷ⾸
⿀⾽ˀ▉ⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝǾƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽཱུ✇ۑȡཱུ✇ۑẪཱུ᳒✇֝ಏȡ᧸ǨȚǢ
ǷǺȗș౫⿇ሰᅠᆣ᠊Ƕۑ⿀⾷ۑቈᛙչǵ⾸ཀሱǦǵǙșȍǨƹ
⿁⾽ˀ▉ⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝǾƸቊཱུ✇ᗕ͆Ǜ✇᧳⣌᧸Ꮱؘਅ█যẇȡἦệǦǵǓȚȽɨ
ɎȫȪɃɋɐɦɕɀɩɻɐጋΉ᰷ǽɲʀɐ⣌᧸ቊ⤴⫧Ԉɲʀɐཱུ✇⣌᧸⤴⤴⫧
ǶǨƹ
⿂⾽ˀ▉ȡ⭒ǜƸˀ▉ⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝǷቊཱུ✇ᗕ͆Ƿǽ⫻Ǻᣀǽ્⬄ϭǾǑșȍ
ǪȢƹ
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⿃⾽ቊཱུ✇ᗕ͆ǾƸཱུ✇Ј█ڽȂཱུ✇ᗕ͆Ǻ⬄ǨȚᗕൕᵥቷǽ⿂ᵥ⿀ⱼǺ╄ǨȚൃ
ݲᵱ✚ӈ⛬ͷЄ⭨যẇȡЄ⭨Ή᰷Ƿǽ⫻ǶἦệǦƸⓀЄ⭨Ǜቊཱུ✇ᗕ͆ǽൃݲǷǦ
ǵǽᏡؘǺǳǜ⒅ǲǮ⒅᠋Ǻ❙ࡍǦǵ၏્✚ӈ☔ᕷȡۅǠǮǢǷǺȗș⛤ྒǨȚǢǷ
ǺǹȚᗕൕˀǽ၏્✚ӈ⦘ڽȂ̕▐⛻᧸ᵱǽ၏્ȡഝ○Є⭨যẇǺȗșⓝनǨȚǢǷ
ǷǦǵǙșȍǨƹˀ▉ⓝᓍࣝ⒅ൃݲгⓝǛࣝ⒅ൃݲǺୂͷǦǮई۰ǺǾƸഝ○Є⭨
যẇǽⓀЄ⭨Ǻ܅ȍțȚǢǷǷǹșƸഝ○Є⭨ቃ⫻ᛙ̒ǽ⭾ǺǾƸ۴ԑǽযẇȡ
ԙಏἦệǨȚ̔ǶǨƹ


ⱼ̗ڹ
 ቊཱུ✇˩ἕΉǺံլǤțȚ⚑ጣǽǕǰǺᭀۀǨȚ❡ᅣǽ⚑ጣǛǑȚǷǜǾƸഝ
○⚑ጣǽǓǩțǺȑƸቊཱུ✇ᗕ͆ǽ╄ẇᵥቷᵥ⿀ⱼڽȂᵥ⿂ⱼǺȐȚǃȎǹ
Ǧ✕༔Ǆǽ╄Ǿ⣪᧸ǤțȍǪȢƹǹǙƸˀ▉ǽᵥ⿀⚑ۥጣڽȂᵥ⿁⚑ۥጣǽ۬
⚑ጣǺǳǜȍǦǵǾƸǓǩțȑᭀۀǨȚ❡ᅣǽ⚑ጣǺǾ○ഝǦǵǙșȍǪȢƹ

ͨˀ
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ཱུ✇˩ἕΉΉईǣጣԑࡖ


Ήई⿉ኇ̸⤹٣ͦᨀٚ┴ᨀʿʷᬶ⿁ᨯ⿀ۥ
Σ᧳ؔ˃ھ٣ͦᨀɝȩʀɁɐɛɳ⿂ⴆٷ
ɡɳȽʀɳЄᨊTQQO⿀⾺⿁
⿔⿉⾼⾼





̰⢡ ́ᔲˁⴾ ⿄ᨯլۑȗș൜ᔀẇ⿂ո
⾷ኇ̸ɩɐɵ٪⌖⫨ἠɿኇ̸ɩɐɵኇ┴ἠɿ⤹ߙᄽἠ⾸
Єᨊⴾ ⿐⿁լۑȗș൜ᔀẇ⿃ո
⾷ኇ̸ɩɐɵ٪⌖⫨ἠɿ⤹ߙᄽἠɿ⤹ߙʿᨀἠ⾸


ǙⲬǓ⿉ ⵂ⟥ईǽ᧸ǾǣǥǓȍǪȢǽǶƸǙ⟥ǶǽǣቻईǾǣ⣡ອ
ǞǯǤǓȍǨȗǕǙⲬǓᨃǦˀǡȍǨƹ





