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規約変更並びに役員及び会計監査人の選任に関するお知らせ
日本ホテルファンド投資法人（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、規約
変更並びに役員及び会計監査人の選任に関し、下記のとおり平成 24 年２月 24 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．規約一部変更について
変更の理由は以下のとおりです。なお、本項において取り上げられている規約の条項の番号については、
特に断りのない限り、現行規約における条項の番号を示すものとします。
① 第１条関係
本投資法人とジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「JHR」といいます。
）との合併
（以下「本合併」といいます。
）により、本投資法人名を変更することにいたしましたので、商号
の変更を行うものです。
（新投資法人名をジャパン・ホテル・リート投資法人に変更）
② 第３条関係
本合併に伴い、本投資法人の本店所在地を移転することにいたしましたので、本店の所在地の変更
を行うものです。
（東京都渋谷区に変更）
③ 第６条第１項関係
本合併に伴い、本投資法人は、JHR に対し１口以上の本投資法人の投資口を交付することを目的と
して、本投資法人の投資口１口につき 12 口の割合による投資口の分割を行うことを予定しており、
当該投資口分割に伴い発行済投資口総口数が増加することから、予め発行可能投資口総口数を増や
すものです。
（新投資法人の発行可能投資口総口数を 20,000,000 口に変更）
④ 第６条第２項関係
「租税特別措置法」
（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。
）に規定される投資法人が
課税の特例の適用を受けるための要件のうち、投資口に係る募集が主として国内で行われているこ
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とに関する要件を定める「租税特別措置法施行令」
（昭和 32 年政令第 43 号。その後の改正を含み
ます。
）が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。
⑤ 第 19 条関係
執行役員及び監督役員の本投資法人に対する責任免除に関する規定の表現を明確化するものです。
⑥ 第 25 条関係
本合併に伴い、本投資法人の１営業期間を現行の６ヶ月から 12 ヶ月に変更することになり、また、
会計監査人の変更を予定しておりますので、かかる変更に対応して会計監査人の報酬上限額及び支
払時期について変更を行うものです。
⑦ 第 27 条第２項関係
本合併に伴い、本投資法人の投資対象となる不動産関連資産にリゾート施設等を追加するとともに、
表現の明確化のために必要な字句の修正を行うものです。
⑧ 第 27 条第３項関係
本合併によるポートフォリオの構成及び今後の投資方針の変更に伴って、投資地域について変更を
行うものです。
⑨ 第 28 条関係
本合併に伴い、本投資法人が資産運用の対象とする資産を追加するとともに、表現の明確化のため
に必要な字句の修正を行うものです。
⑩ 第 30 条及び第 35 条第１項関係
本投資法人の運用資産に属する不動産について運営委託をすることを可能とするため、必要な変更
を行うものです。
⑪ 第 30 条の２関係
収入金等の再投資に関する規定を新設するものです。
⑫ 第 32 条第１項柱書関係
社団法人投資信託協会は、公益社団法人化に伴い名称が変更されることが予定されていますので、
それに対応して必要な変更を行うものです。
⑬ 第 32 条第１項第９号、第 10 号及び第２項第３号関係
本投資法人の資産評価方法につき、金利スワップ及び動産等に関する資産評価の方法を明確化する
ため、規定の整備を行うものです。
⑭ 第 33 条関係
本合併に伴い、１営業期間を 12 ヶ月とし、決算期を 12 月末日とする変更を行うものです。
⑮ 第 35 条第３項関係
短期投資法人債の発行の限度額を新たに定めるものです。
⑯ 第 36 条関係
本合併に伴い、資産運用会社に対して支払う報酬の計算方法及び支払時期を変更するとともに、合
併報酬に関する規定を新設するものです。
⑰ 附則関係
規約の変更の一部について変更の効力発生日に関する経過規定を定めるとともに、１営業期間の変
更に伴う経過規定を定めるものです。
⑱ その他、字句等の修正を行うとともに、条数の整備等のために、所要の変更を行うものです。
（規約変更の詳細については、別紙「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
）
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２．役員選任について
（１）執行役員１名選任の件
本投資法人の執行役員関田成夫から、本合併の効力発生を条件として、平成 24 年４月１日付で辞任
したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において、本合併の効力発生を条件として、平成 24
年４月１日付で新たに執行役員１名を選任する旨の議案を提出いたします。
執行役員候補者 伊佐 幸夫（新任）
（２）補欠執行役員１名選任の件
補欠執行役員有働和幸の選任に係る本投資法人の第４回投資主総会の決議は、本投資主総会の開始の
時をもって効力を失うことから、執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え補欠執行
役員１名を選任する旨の議案を提出いたします。
補欠執行役員候補者 有働 和幸（重任）
（３）監督役員２名選任の件
本投資法人の監督役員藤原憲一及び御宿哲也から、本合併の効力発生を条件として、平成 24 年４月
１日付で辞任したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において、本合併の効力発生を条件と
して、平成 24 年４月１日付で改めて監督役員２名を選任する旨の議案を提出いたします。
監督役員候補者 松澤 宏（新任）
監督役員候補者 御宿 哲也（重任）
（役員選任の詳細については、別紙「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
）

３．会計監査人選任について
本投資法人の会計監査人を選任する旨の議案を以下のとおり提出いたします。
（１）異動の年月日
平成 24 年２月 24 日
（２）就退任する公認会計士等の概要
① 就任する公認会計士等の概要
名称

有限責任あずさ監査法人

事務所所在地

東京都新宿区津久戸町１番２号 あずさセンタービル

② 退任する公認会計士等の概要
名称

新日本有限責任監査法人

事務所所在地

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル

（３）退任する公認会計士等の直近における就任年月日
平成 19 年８月１日
（４）退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
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（５）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
本投資法人における業務の効率性等の観点から、会計監査人の異動を要請いたしましたところ、本投
資法人の会計監査人新日本有限責任監査法人から、会計監査人選任に係る議案が承認されることを条
件として、平成 24 年２月 24 日付で辞任したい旨の申出がありましたので、本投資主総会において新
たに会計監査人を選任する旨の議案を提出いたします。
（６）
（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申出を受けております。
（７）退任する公認会計士等が（６）の意見を表明しない理由及び退任する公認会計士等に対し、意見の表
明を求めるために講じた措置の内容
該当事項はありません。
（会計監査人選任の詳細については、別紙「第５回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
）

４．日程
平成 24 年１月 24 日

本投資主総会提出議案の役員会承認

平成 24 年２月８日

本投資主総会招集ご通知発送（予定）

平成 24 年２月 24 日

本投資主総会開催（予定）

＜添付資料＞
第５回投資主総会招集ご通知

✽

本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

✽

本投資法人のホームページアドレス： http://www.nhf-reit.co.jp/
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ࠆᧄޔ߅ߥޕ㗄ߪޔᒰലജ⊒↢
ᣣߩ⚻ㆊࠍ߽ߞߡ㒰ߐࠇࠆ߽ߩ
ߣߔࠆޕ
㧞㧚೨㗄ߦၮߠߊᄌᦝᓟߩ╙᧦ߩⷙ
ቯߦ߆߆ࠊࠄߕߩᦼ╙ޔ༡ᬺᦼ
㑆ߪޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣ߆ࠄᐔᚑ
ᐕᣣ߹ߢߩ㧥ࡩ㑆ߣߔ
ࠆᧄޔ߅ߥޕ㒝ೣߪޔ⸥ᦼ㑆ߩ
⚻ㆊࠍ߽ߞߡ㒰ߐࠇࠆ߽ߩߣߔ
ࠆޕ

㧙㧙


ᦝ



ⴕ

ⷙ

㧔ᣂ  ⸳㧕

ቯ㧦ᐔᚑᐕ㧠ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧟ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧥ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧥㧤ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕᣣ
㧔ᣂ  ⸳㧕

⚂

ᄌ

᩺

㧟㧚ᐔᚑᐕ㧞ᣣ㐿ߩᛩ⾗ਥ✚
ળߢᛚߐࠇߚᧄⷙ⚂ߩᄌᦝߩ߁
ߜ╙᧦╙ޔ㧝㗄ᩇᦠߩⷙቯߩᄌ
ᦝߩലജߪ␠ޔ࿅ᴺੱᛩ⾗ା⸤ද
ળ߇⋉␠࿅ᴺੱ߮⋉⽷࿅ᴺ
ੱߩቯ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔ᐔᚑ
ᐕᴺᓞ╙ภ㧕ߦၮߠߊ⋉ቯ
ࠍฃߌߡߩߘޔฬ⒓ࠍ␠⋉ޟ࿅
ᴺੱᛩ⾗ା⸤දળߦޠᄌᦝߒߚᣣ
ߦ↢ߓࠆ߽ߩߣߔࠆᧄޔ߅ߥޕ㗄
ߪޔหᣣߩ⚻ㆊࠍ߽ߞߡ㒰ߐࠇ
ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
ቯ㧦ᐔᚑᐕ㧠ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧟ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧥ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧥㧤ᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕᣣ
ᡷቯ㧦ᐔᚑᐕ㧞ᣣ

㧙㧙


ᦝ

╙㧞ภ⼏᩺ ၫⴕᓎຬ㧝ฬㆬછߩઙ
 ᧄᛩ⾗ᴺੱߩၫⴕᓎຬ㑐↰ᚑᄦ߆ࠄᧄޔว૬ߩലജ⊒↢ࠍ᧦ઙߣߒߡޔᐔᚑ
ᐕ㧠㧝ᣣઃߢㄉછߒߚᣦߩ↳߇ࠅ߹ߒߚߩߢᧄޔᛩ⾗ਥ✚ળߦ߅
ߡᧄޔว૬ߩലജ⊒↢ࠍ᧦ઙߣߒߡޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣઃߢᣂߚߦၫⴕᓎຬ㧝
ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ⼏ᧄޕ᩺ߦ߅ߡޔၫⴕᓎຬߩછᦼߪ
ⴕⷙ⚂╙᧦╙㧞㗄ߩⷙቯߦࠃࠅޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣࠃࠅ㧞ᐕ㑆ߣߥࠅ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔၫⴕᓎຬㆬછߦ㑐ߔࠆᧄ⼏᩺ߪޔᐔᚑᐕ㧝ᣣ㐿ߩᓎຬળߦ߅
ߡ〈⋙ޔᓎຬߩోຬߩหᗧߦࠃߞߡឭߐࠇߚ⼏᩺ߢࠅ߹ߔޕ
 ߹ߚޔᒰၫⴕᓎຬ⠪߆ࠄߪᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢዞછߩᛚ⻌ࠍᓧߡ߅
ࠅ߹ߔޕ
 ၫⴕᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
᳁
ฬ
㧔↢ᐕᣣ㧕

ਥ

ⷐ

⇛

ᱧ

ᤘᐕ㧠 ᣣᧄ㔚ሶᩣᑼળ␠ ␠
ᤘᐕ㧡 ␠࿅ᴺੱ੩ㇺᏒⷰశදળ ⋉⽷࿅ᴺੱ੩ㇺᢥൻᵹ


ࠦࡦࡌࡦ࡚ࠪࡦࡆࡘࡠ ␠

ᤘᐕ㧣 ࡂࠗࠕ࠶࠻ࡎ࠹࡞ࠪࡦࠟࡐ࡞␠ ␠


ห␠ ࡞ࠬࡑࡀࠫࡖ

ᤘᐕ㧥 ห␠ ࡚ࠫ࠽࡞࡞ࠬࡑࡀࠫࡖ
દ  ᐘ ᄦ
㧔ᤘᐕ㧝ᣣ㧕 ᤘᐕ㧢 *[CVV*QVGNU%JCKP5GTXKEG.VF ᧲੩ᡰᐫ㐳㧔ࡂ

ࠗࠕ࠶࠻ࡎ࠹࡞࠭ࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣᧄㇱ㧕
ᤘᐕ㧠 ห␠ࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣㇱ㐳
ᐔᚑరᐕ ᣣᧄࡂࠗࠕ࠶࠻ᩣᑼળ␠ ォ☋


ห␠ ข✦ᓎ

ᐔᚑᐕ㧠 ห␠ ข✦ᓎ␠㐳
ᐔᚑᐕ㧢 ห␠ ㅌ⡯
㧝㧚⸥ၫⴕᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญ㧢ญࠍߒߡ߹ߔޕ
㧞㧚⸥ၫⴕᓎຬ⠪ߣᧄᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦߪ․ߩኂ㑐ଥߪࠅ߹ߖࠎޕ

㧙㧙


╙㧟ภ⼏᩺ ᰳၫⴕᓎຬ㧝ฬㆬછߩઙ
 ᰳၫⴕᓎຬᐘߩㆬછߦଥࠆᧄᛩ⾗ᴺੱߩ╙㧠࿁ᛩ⾗ਥ✚ળߩ⼏ߪޔ
ᧄᛩ⾗ਥ✚ળߩ㐿ᆎߩᤨࠍ߽ߞߡലജࠍᄬ߁ߎߣ߆ࠄޔၫⴕᓎຬ߇ᴺߦቯ
ࠆຬᢙࠍᰳߊߎߣߦߥࠆ႐วߦ߃ᰳၫⴕᓎຬ㧝ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩ
ߢࠅ߹ߔޕ
 ᰳၫⴕᓎຬㆬછߦ㑐ߔࠆᧄ⼏᩺ߪޔᐔᚑᐕ㧝ᣣ㐿ߩᓎຬળߦ߅
ߡ〈⋙ޔᓎຬోຬߩหᗧߦࠃߞߡឭߐࠇߚ⼏᩺ߢࠅ߹ߔޕ
 ߹ߚޔᒰᰳၫⴕᓎຬ⠪߆ࠄߪᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢዞછߩᛚ⻌ࠍᓧ
ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔᒰᰳၫⴕᓎຬ⠪ߩᰳၫⴕᓎຬㆬછߦߟߡߪޔၫⴕᓎຬዞ
છ೨ߦ㒢ࠅޔᓎຬળߩ⼏ߦࠃࠅขࠅᶖߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩߣߐߖߡߚߛ߈
߹ߔޕ
 ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
᳁
ฬ
㧔↢ᐕᣣ㧕

ਥ

ⷐ

⇛

ᱧ

ᤘᐕ㧠 ᩣᑼળ␠ਃ㌁ⴕⴕ
ᐔᚑ㧞ᐕ㧠 ᩣᑼળ␠ᄥ㓁ᚭਃ㌁ⴕ ਃ↰ㅢᡰᐫ Ⲣ⾗⺖ ⺖


㐳ઍℂ㧔ว૬ߦࠃࠆ␠ฬᄌᦝ㧕

ᐔᚑ㧡ᐕ㧝 ᩣᑼળ␠ߐߊࠄ㌁ⴕ ᧄᧁᡰᐫ Ⲣ⾗╙ੑ⺖ 㐳


㧔␠ฬᄌᦝ㧕

ᐔᚑ㧣ᐕ หⴕ ฬฎደ㚞೨ᡰᐫ Ⲣ⾗⺖㐳
   ᐘ ᐔᚑᐕ㧢 หⴕ ᄙᡰᐫ ᡰᐫ㐳
㧔ᤘᐕ㧠ᣣ㧕 ᐔᚑᐕ㧠 ᩣᑼળ␠ਃ㌁ⴕ ോ⛔ㇱ Ꮸㇱ㐳ઍℂ


㧔ว૬ߦࠃࠆ␠ฬᄌᦝ㧕

ᐔᚑᐕ หⴕ ᧄᐫ㧔᧲੩㧕Ꮸ⺞ᩏᓎ
ᐔᚑᐕ ࠲ࠗࡋࠗᩣᑼળ␠ ⽷ോㇱᰴ㐳㧔ะ㧕
ᐔᚑᐕ ᩣᑼળ␠ਃ㌁ⴕ ㅌ⡯
ᐔᚑᐕ ࠫࡖࡄࡦࡎ࠹࡞࠻ࠕ࠼ࡃࠗࠩ࠭ᩣᑼળ␠
␠ ⽷ോㇱ㐳㧔⡯㧕
㧝㧚⸥ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍᚲߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ
㧞㧚⸥ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߣᧄᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦߪ․ߩኂ㑐ଥߪࠅ߹ߖࠎޕ

㧙㧙


╙㧠ภ⼏᩺ ⋙〈ᓎຬ㧞ฬㆬછߩઙ
 ᧄᛩ⾗ᴺੱߩ⋙〈ᓎຬ⮮ේᙗ৻߮ᓮኋື߆ࠄᧄޔว૬ߩലജ⊒↢ࠍ᧦ઙ
ߣߒߡޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣઃߢㄉછߒߚᣦߩ↳߇ࠅ߹ߒߚߩߢᧄޔᛩ⾗
ਥ✚ળߦ߅ߡᧄޔว૬ߩലജ⊒↢ࠍ᧦ઙߣߒߡޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣઃߢᡷ
ߡ⋙〈ᓎຬ㧞ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ⼏ᧄޕ᩺ߦ߅ߡ⋙〈ᓎຬ
ߩછᦼߪⴕⷙ⚂╙᧦╙㧞㗄ߩⷙቯߦࠃࠅޔᐔᚑᐕ㧠㧝ᣣࠃࠅ㧞ᐕ㑆ߣ
ߥࠅ߹ߔޕ
 ᒰ⋙〈ᓎຬ⠪߆ࠄߪᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢዞછߩᛚ⻌ࠍᓧߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ⋙〈ᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
⠪
⇟ ภ

᳁
ฬ
㧔 ↢ ᐕ  ᣣ 㧕

ਥ

ⷐ

ᤘᐕ㧠


㧝

ᱧ

ਃା⸤㌁ⴕᩣᑼળ␠㧔ਛᄩਃା⸤㌁
ⴕᩣᑼળ␠㧕ⴕ

ᤘᐕ㧡

หⴕ ᮮ㗇⾐ᡰᐫ㐳

ᐔᚑరᐕ

หⴕ ᪢↰ᡰᐫ㐳

ᐔᚑ㧟ᐕ㧡

หⴕ ᛩ⾗㘈ㇱ㐳

ᐔᚑ㧡ᐕ㧝

หⴕ ᐕ㊄ㆇ↪ㇱ㐳

᧻ Ỉ 
ብ ᐔᚑ㧣ᐕ㧢
㧔ᤘᐕ㧢ᣣ㧕

ᐔᚑᐕ㧣

ᣣᧄ࿖㐿⊒ᩣᑼળ␠ ␠
ห␠ Ᏹോข✦ᓎ
ਛᄩਃࠕ࠶࠻ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ᩣᑼળ␠



 ␠



ห␠ Ᏹോข✦ᓎ

ᐔᚑᐕ㧥

ห␠ ઍข✦ᓎ␠㐳

ᐔᚑᐕ㧡

ࡊࡒࠕᛩ⾗ᴺੱ ၫⴕᓎຬ ዞછ

ᐔᚑᐕ㧟

หᛩ⾗ᴺੱ ၫⴕᓎຬ ㅌછ

㧙㧙


⇛

⠪
⇟ ภ

᳁
ฬ
㧔 ↢ ᐕ  ᣣ 㧕

ਥ

ⷐ

ᐔᚑ㧡ᐕ㧠

ᱧ

ᑯ⼔჻⊓㍳㧔╙৻᧲੩ᑯ⼔჻ળ㧕



㘵ᴧ✚วᴺᓞോᚲᚲ

ᐔᚑᐕ

หᴺᓞോᚲࡄ࠻࠽

ᐔᚑᐕ㧥

ਛᄩᄢቇછ⻠Ꮷ

ᐔᚑᐕ

✚ോ⋭ޟ+6ࠨࡆࠬࠟࠗ࠼ࠗࡦ⎇ⓥ



ળࡃࡦࡔޠ

ᐔᚑᐕ


㕒ጟ⋵ᑯ⼔჻ળߦ⊓㍳ᄌᦝ߅߫ᴺᓞ
ോᚲࡄ࠻࠽

ᐔᚑᐕ㧢


ᩣᑼળ␠ࡆ࠶ࠢ᧲ᶏ 㕖Ᏹൕ⋙ᩏᓎ ዞછ
㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ


㧞

⇛

ᣣᧄࡎ࠹࡞ࡈࠔࡦ࠼ᛩ⾗ᴺੱ ⋙〈ᓎຬ
ዞછ㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ

ᩣᑼળ␠ࠛ࠷ 㕖Ᏹൕ⋙ᩏᓎ ዞછ

ᐔᚑᐕ㧟

ᩣᑼળ␠ࡅࡦࠣࠛࡦ࠲࠹ࠗࡔࡦ࠻


ᓮ ኋ ື 
㧔ᤘᐕ㧡ᣣ㧕 ᐔᚑᐕ㧠

㕖Ᏹൕ⋙ᩏᓎ ዞછ㧔⡯㧕
⽷࿅ᴺੱࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕᝄ⥝ࡦ࠲



ޟ#525CC5ోା㗬ᕈߦଥࠆᖱႎ㐿␜



ቯᐲޠቯክᩏᆔຬળ ክᩏᆔຬᆔབྷ



ᆔຬ ዞછ㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ


✚ോ⋭ޟᣇ࿅#525CC5ᵴ↪ផㅴ
ળ⼏ޠᆔຬ ዞછ㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ㧤

߅߫ᴺᓞോᚲ ㅌ⡯



⫓࠲ࡢᴺᓞോᚲ ઍ ዞછ㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ㧥

ᩣᑼળ␠ዊᳰᒎᄥ㇢ᐫ ␠ᄖ⋙ᩏᓎ ዞ



છ㧔⡯㧕

ᐔᚑᐕ㧞

✚ോ⋭ࠬࡆࠨ࠼࠙ࠢޟ↪⠪ߩᮭ



⼔ߩࠅᣇᬌ⸛ᆔຬળޠਥᩏ ዞછ㧔



⡯㧕

ᐔᚑᐕ㧤

ᩣᑼળ␠ࠛ࠷ ␠ᄖข✦ᓎ ዞછ㧔
⡯㧕

㧝㧚⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߪᧄ߽ࠇߕޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍᚲߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ
㧞㧚⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߩ߁ߜޔᓮኋືߪࡢ࠲⫓ޔᴺᓞോᚲߩઍᑯ⼔჻ߢࠅ߹
ߔޕ
㧟㧚⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߣᧄᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦߪ․ߩኂ㑐ଥߪࠅ߹ߖࠎޕ
㧠㧚⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߩ߁ߜޔᓮኋືߪޔᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩ⋙〈ᓎຬߣߒߡᧄޔᛩ
⾗ᴺੱߩᬺോో⥸ࠍ⋙〈ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

㧙㧙


╙㧡ภ⼏᩺ ળ⸘⋙ᩏੱㆬછߩઙ
 ᧄᛩ⾗ᴺੱߩળ⸘⋙ᩏੱᣂᣣᧄ㒢⽿છ⋙ᩏᴺੱ߆ࠄ⼏ᧄޔ᩺߇ᛚߐࠇࠆ
ߎߣࠍ᧦ઙߣߒߡޔᐔᚑᐕ㧞ᣣઃߢㄉછߒߚᣦߩ↳߇ࠅ߹ߒߚߩ
ߢᧄޔᛩ⾗ਥ✚ળߦ߅ߡᣂߚߦળ⸘⋙ᩏੱߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹
ߔޕ
 ᒰળ⸘⋙ᩏੱ⠪߆ࠄߪᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢዞછߩᛚ⻌ࠍᓧߡ߅ࠅ߹
ߔޕ
 ળ⸘⋙ᩏੱ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
ฬ

⒓

ਥߚࠆോᚲߩ
ᚲ



㒢⽿છߕߐ⋙ᩏᴺੱ
᧲੩ㇺᣂኋᵤਭᚭ↸㧝⇟㧞ภ ߕߐࡦ࠲ࡆ࡞
ᤘᐕ㧣 ⋙ᩏᴺੱᦺᣣળ⸘␠⸳┙
ᤘᐕ㧣 ⋙ᩏᴺੱᦺᣣળ⸘␠ߣᣂ⋙ᩏᴺੱ㧔ᤘᐕ
⸳┙㧕߇ว૬ߒ⋙ޔᩏᴺੱᦺᣣᣂળ⸘␠⸳┙
ᐔᚑ㧡ᐕ ⋙ᩏᴺੱᦺᣣᣂળ⸘␠ߣᢪ⮮⧷⋙ᩏᴺੱ
㧔ᤘᐕ㧠⸳┙㧕߇ว૬ߒᦺޔᣣ⋙ᩏᴺੱ⊒⿷
ᐔᚑᐕ㧞 -2/)ࠫࡖࡄࡦ㧔ᤘᐕࡇ࠻ࡑ࠙ࠖ࠶ࠢ

ᴪ

㕟

ࡒ࠶࠴ࠚ࡞ᣣᧄോᚲߣߒߡ᧲੩ߦ⸳┙㧕ߩ⋙ᩏㇱ
㐷߇⋙ߐߕޔᩏᴺੱࠍ⸳┙
ᐔᚑᐕ㧠 ᦺᣣ⋙ᩏᴺੱ߇-2/)ߩࡔࡦࡃࡈࠔࡓߦᱜᑼട
ᐔᚑᐕ㧝 ᦺᣣ⋙ᩏᴺੱߣߕߐ⋙ᩏᴺੱ߇ว૬ߒޔᴺੱฬࠍ
ߕߐ⋙ᩏᴺੱߣߒߡ⊒⿷ޔᒁ߈⛯߈-2/)ߩࡔࡦ
ࡃࡈࠔࡓ
ᐔᚑᐕ㧣 㒢⽿છ⋙ᩏᴺੱߦ⒖ⴕߒޔᴺੱฬࠍޟ㒢⽿છ
ߕߐ⋙ᩏᴺੱߦޠᄌᦝ

㧙㧙


ෳ⠨㗄
 ᧄᛩ⾗ਥ✚ળߦឭߐࠇࠆ⼏᩺ߩ߁ߜ⋧ޔߔࠆ⿰ᣦߩ⼏᩺߇ࠆߣ߈ߪޔᒰ
⼏᩺ߩߕࠇߦ߽ޔᛩ⾗ା⸤߮ᛩ⾗ᴺੱߦ㑐ߔࠆᴺᓞ╙᧦╙㧝㗄ߩⷙቯߦ
ၮߠߊⴕⷙ⚂╙᧦ߦⷙቯߔࠆ⾥ߒߥߺޟᚑⷙߩޠቯߪㆡ↪ߐࠇ߹ߖࠎޔ߅ߥޕ
⸥╙㧝ภ⼏᩺ਫ⥋╙㧡ภ⼏᩺ߩฦ⼏᩺ߦߟ߈߹ߒߡߪ⋧߽ࠇߕޔߔࠆ⿰ᣦ
ߩ⼏᩺ߦߪᒰߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ


એ 

㧙㧙




ᛩ⾗ਥ✚ળળ႐ߏ᩺ౝ࿑


᧲ ޥ੩ㇺਛᄩ੩ᯅ৻ৼ⋡⇟㧣ภ
㧷㧼㧼㊀ᵮࡆ࡞㓏
㧭㧼᧲੩㊀ᵮㅢࠅ
㔚 







ޛㅢߩߏ᩺ౝޜ
 ع㧶㧾᧲੩㚞㧔㊀ᵮਛᄩญ㧕ࠃࠅᓤᱠ㧢ಽ
᧲ ع੩ࡔ࠻ࡠ㌁ᐳ✢ ᣣᧄᯅ㚞ࠃࠅᓤᱠ㧡ಽ੩ᯅ㚞ࠃࠅᓤᱠ㧠ಽ
 عㇺ༡ᵻ⨲✢ ቲ↸㚞ࠃࠅᓤᱠ㧠ಽ

٧ળ႐߳ߩ߅ゞߢߩߏ᧪႐ߪߏ㆙ᘦߊߛߐ߹ߔࠃ߁߅㗿↳ߒߍ߹ߔޕ



