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規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ
ビ・ライフ投資法人（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、平成23年11月30日開催
予定の第７回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記記載の規約の変更及び投資法人の役員選任
に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。
なお、規約の変更及び役員選任は、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．規約の変更について
（１）変更の理由
①本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（以下「本資
産運用会社」といいます。
）が大和ハウスグループ(注)の一員であること及び本投資法人の主たる投資対象が居住施
設であることを広く認知いただくため、大和ハウス・レジデンシャル投資法人（英文 Daiwahouse Residential
Investment Corporation）に商号の変更を行うものです。
②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。以下「租税特別措置法」といいます。
）に定
める、投資法人が課税の特例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において行われるも
のと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。
）の改正に伴い、
必要な字句の修正を行うものです。
③補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間について、原則として被補欠者である執行役員又は監督役員の任
期と同一とするため、必要な条項の新設を行うものです。
④本資産運用会社が、本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインについて、今後取得する投資対象資産から
商業施設を除外する変更を行ったことから、本投資法人の投資方針について、新規に投資する場合の主たる投資
対象を居住施設（主たる用途を居住施設（賃貸住宅）とする不動産等をいいます。
）とする変更を行うものです。
⑤租税特別措置法の改正により、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減に関する要件が変更されたこと
に伴い、必要な字句の修正を行うものです。
⑥その他、法令等の改正に伴う字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理を行うものです。
(注)「大和ハウスグループ」は、大和ハウス工業株式会社、主としてアパート・マンションの管理・運営事業を行う大和リビング株式
会社を含むその連結子会社68社、非連結子会社1社及び持分法適用関連会社13社（平成23年9月末日現在）により構成されます。

（２）変更の内容
規約の変更の内容については、添付資料「第７回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
1

２．投資法人の役員選任について
執行役員より、平成23年11月30日をもって一旦辞任したい旨の申し出がありましたので、平成23年12月１日付で、
改めて執行役員１名の選任について議案を提出します。監督役員１名より、平成23年11月30日をもって辞任したい旨
の申し出が、及び監督役員１名より平成23年11月30日をもって一旦辞任したい旨の申し出が、それぞれありましたの
で、平成23年12月１日付で、改めて監督役員２名の選任について議案を提出します。
また、補欠執行の選任に係る決議は、本投資主総会の開始の時をもって効力を失うことから、執行役員が欠けた場
合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠執行役員１名の選任について議案を提出します。
監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監督役員１名の選任について議案を
提出します。
（１）執行役員候補者
瀧 美知男（重任）
（２）監督役員候補者
岩﨑 哲也（重任）
米川 勇 （新任）
（３）補欠執行役員候補者
山田 裕次（新任）
（４）補欠監督役員候補者
榎本 聡 （新任）
なお、上記補欠執行役員候補者は、本資産運用会社の代表取締役社長であります。
役員選任の詳細については、添付資料「第７回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
３．日程
平成23年10月13日
平成23年11月11日
平成23年11月30日

本投資主総会提出議案の役員会承認
本投資主総会招集通知の発送（予定）
本投資主総会（予定）
以 上

※ 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.blife-reit.co.jp/
（添付資料）
第７回投資主総会招集ご通知
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㧡㧚     㧔⋭⇛㧕

㧡㧚     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧢㧚     㧔⋭⇛㧕

㧢㧚     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

╙᧦㨪╙᧦㧔⋭⇛㧕

╙᧦㨪╙᧦㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧙㧙


ᦝ



ⴕ

ⷙ

⚂

ᄌ

᩺

╙㧣┨ ⾗↥ߩ⹏ଔ

╙㧣┨ ⾗↥ߩ⹏ଔ

╙᧦㧔⾗↥⹏ଔߩᣇᴺޔၮḰ߮ၮḰ

╙᧦㧔⾗↥⹏ଔߩᣇᴺޔၮḰ߮ၮḰ

ᣣ㧕

ᣣ㧕

㧝㧚ᧄᛩ⾗ᴺੱߩ⾗↥⹏ଔߩᣇᴺ߮ၮḰ

㧝㧚ᧄᛩ⾗ᴺੱߩ⾗↥⹏ଔߩᣇᴺ߮ၮḰ

ߪޔᰴߩߣ߅ࠅᛩ⾗ኻ⽎⾗↥ߩ⒳㘃ߏ

ߪޔᰴߩߣ߅ࠅᛩ⾗ኻ⽎⾗↥ߩ⒳㘃ߏ

ߣߦቯࠆޕ

ߣߦቯࠆޕ

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

 ╙᧦╙㧞㗄╙㧠ภߦቯࠆਇേ

 ╙᧦╙㧞㗄╙㧠ภߦቯࠆਇേ

↥ޔਇേ↥ߩ⾓୫ᮭ߮ᮭߩߺࠍ

↥ޔਇേ↥ߩ⾓୫ᮭ߮ᮭࠍା⸤

ା⸤ߔࠆା⸤ߩฃ⋉ᮭ

ߔࠆା⸤ߩฃ⋉ᮭ

 ା⸤⽷↥߇೨ภߦឝߍࠆ⾗↥ߩ႐ว

 ା⸤⽷↥߇೨ภߦឝߍࠆ⾗↥ߩ႐ว

ߪޔ೨ภߦᓥߞߚ⹏ଔࠍⴕޔ㊄Ⲣ⾗

ߪޔ೨ภߦᓥߞߚ⹏ଔࠍⴕޔ㊄Ⲣ⾗

↥߮⽶ௌߩ႐วߪߦ⥸৻ޔᱜᅷᒰ

↥߮⽶ௌߩ႐วߪߦ⥸৻ޔᱜᅷᒰ

ߣࠄࠇࠆડᬺળ⸘ߩၮḰߦᓥߞߚ

ߣࠄࠇࠆડᬺળ⸘ߩၮḰߦᓥߞߚ

⹏ଔࠍߒߚߢߩ↥⾗ޔว⸘㗵߆ࠄ⽶

⹏ଔࠍߒߚߢߩ↥⾗ޔว⸘㗵߆ࠄ⽶

ௌߩว⸘㗵ࠍប㒰ߒߡᒰା⸤ߩฃ⋉

ௌߩว⸘㗵ࠍប㒰ߒߡᒰା⸤ߩฃ⋉

ᮭߩᜬಽ⋧ᒰ㗵ࠍ▚ቯߒߚଔ㗵ߦࠃࠅ

ᮭߩᜬಽ⋧ᒰ㗵ࠍ▚ቯߒߚଔ㗵ߦࠃࠅ

⹏ଔߔࠆޕ

⹏ଔߔࠆޕ

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

 ╙᧦╙㧟㗄߮╙᧦╙㧠㗄╙㧞

 ╙᧦╙㧟㗄߮╙᧦╙㧠㗄╙㧞

ภߦቯࠆଔ⸽

ภߦቯࠆଔ⸽

 ᒰଔ⸽ߩᏒ႐ଔᩰ߇ࠆ႐ว

 ᒰଔ⸽ߩᏒ႐ଔᩰ߇ࠆ႐ว

ߦߪޔᏒ႐ଔᩰߦၮߠߊଔ㗵㧔ขᒁᚲ

ߦߪޔᏒ႐ଔᩰߦၮߠߊଔ㗵㧔㊄Ⲣ

ߦ߅ߌࠆขᒁଔᩰ⸽ޔᬺදળ╬߇

ຠขᒁᚲߦ߅ߌࠆขᒁଔᩰ⸽ޔᬺද

ߔࠆଔᩰߪߎࠇࠄߦḰߓߡ㓐ᤨޔ

ળ╬߇ߔࠆଔᩰߪߎࠇࠄߦḰߓ

ᄁ⾈឵㊄╬ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆขᒁࠪ

ߡ㓐ᤨޔᄁ⾈឵㊄╬ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈

ࠬ࠹ࡓߢᚑ┙ߔࠆขᒁଔᩰࠍ߁ޕએ

ࠆขᒁࠪࠬ࠹ࡓߢᚑ┙ߔࠆขᒁଔᩰࠍ

ਅหߓޕ㧕ࠍ↪ࠆޕᏒ႐ଔᩰ߇ߥ

߁ޕએਅหߓޕ㧕ࠍ↪ࠆޕᏒ႐ଔ

႐วߦߪޔวℂ⊛ߦ▚ቯߐࠇߚଔ㗵ߦ

ᩰ߇ߥ႐วߦߪޔวℂ⊛ߦ▚ቯߐࠇ

ࠃࠅ⹏ଔߔࠆޕ

ߚଔ㗵ߦࠃࠅ⹏ଔߔࠆޕ

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

 ╙᧦╙㧠㗄╙㧟ภߦቯࠆ࠺ࡃ

 ╙᧦╙㧠㗄╙㧟ภߦቯࠆ࠺ࡃ

࠹ࠖࡉขᒁߦଥࠆᮭ

࠹ࠖࡉขᒁߦଥࠆᮭ

㧙㧙


ᦝ



ⴕ

ⷙ

⚂

ᄌ

Ԙขᒁᚲߦ႐ߒߡࠆ࠺ࡃ࠹ࠖࡉ

ᦝ

᩺

Ԙ㊄Ⲣຠขᒁᚲߦ႐ߒߡࠆ࠺

ขᒁߦࠃࠅ↢ߓࠆௌᮭ߮ௌോ

ࡃ࠹ࠖࡉขᒁߦࠃࠅ↢ߓࠆௌᮭ߮
ௌോ

ၮḰᣣߦ߅ߌࠆᒰขᒁᚲߩᦨ⚳ଔ

ၮḰᣣߦ߅ߌࠆᒰ㊄Ⲣຠขᒁᚲ

ᩰ㧔⚳୯⚳ޕ୯߇ߥߌࠇ߫᳇㈩୯

ߩᦨ⚳ଔᩰ㧔⚳୯⚳ޕ୯߇ߥߌࠇ߫

㧔ߐࠇߚᄁࠅ᳇㈩ߩᦨ୯ߪ

᳇㈩୯㧔ߐࠇߚᄁࠅ᳇㈩ߩᦨ

⾈᳇㈩ߩᦨ㜞୯ߦ߽ߣ߇ࠄࠇߘޔ

୯ߪ⾈᳇㈩ߩᦨ㜞୯߇ࠄࠇߘޔ

ߐࠇߡࠆ႐วߦߪߘࠇࠄߩખ

ߣ߽ߦߐࠇߡࠆ႐วߦߪߘࠇ

୯㧕㧕ߦၮߠ߈▚ߒߚଔ㗵ߦࠃࠅ

ࠄߩખ୯㧕㧕ߦၮߠ߈▚ߒߚଔ㗵

⹏ଔߔࠆޔ߅ߥޕหᣣߦ߅ߡᦨ⚳

ߦࠃࠅ⹏ଔߔࠆޔ߅ߥޕหᣣߦ߅

ଔᩰ߇ߥ႐วߦߪޔหᣣ೨⋥ㄭߦ

ߡᦨ⚳ଔᩰ߇ߥ႐วߦߪޔหᣣ೨

߅ߌࠆᦨ⚳ଔᩰߦၮߠ߈▚ߒߚଔ

⋥ㄭߦ߅ߌࠆᦨ⚳ଔᩰߦၮߠ߈▚

㗵ߦࠃࠅ⹏ଔߔࠆޕ

ߒߚଔ㗵ߦࠃࠅ⹏ଔߔࠆޕ

ԙขᒁᚲߩ⋧႐߇ߥ㕖႐࠺ࡃ

ԙ㊄Ⲣຠขᒁᚲߩ⋧႐߇ߥ㕖႐

࠹ࠖࡉขᒁߦࠃࠅ↢ߓࠆௌᮭ߮ௌ

࠺ࡃ࠹ࠖࡉขᒁߦࠃࠅ↢ߓࠆௌᮭ

ോ

߮ௌോ

Ꮢ႐ଔᩰߦḰߕࠆ߽ߩߣߒߡวℂ⊛

Ꮢ႐ଔᩰߦḰߕࠆ߽ߩߣߒߡวℂ⊛

ߥᣇᴺߦࠃࠅ▚ቯߐࠇߚଔ㗵ߦࠃࠅ

ߥᣇᴺߦࠃࠅ▚ቯߐࠇߚଔ㗵ߦࠃࠅ

⹏ଔߔࠆޔ߅ߥޕᱜߥ⹏ଔ㗵ࠍ▚

⹏ଔߔࠆޔ߅ߥޕᱜߥ⹏ଔ㗵ࠍ▚

ቯߔࠆߎߣ߇ᭂߡ࿎㔍ߣࠄࠇ

ቯߔࠆߎߣ߇ᭂߡ࿎㔍ߣࠄࠇ

ࠆ႐วߦߪޔขᓧଔ㗵ߦࠃࠅ⹏ଔߔ

ࠆ႐วߦߪޔขᓧଔ㗵ߦࠃࠅ⹏ଔߔ

ࠆޕ

ࠆޕ

Ԛ    㧔⋭⇛㧕

Ԛ    㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧞㧚     㧔⋭⇛㧕

㧞㧚     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧟㧚     㧔⋭⇛㧕

㧟㧚     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧠㧚╙㧝㗄߮╙㧞㗄ߦቯࠆ⹏ଔᣇᴺߦ

㧠㧚╙㧝㗄߮╙㧞㗄ߦቯࠆ⹏ଔᣇᴺߦ

ߟߡߪ⛯⛮ޔᕈߩේೣߦೣࠅᄌᦝߪ

ߟߡߪ⛯⛮ޔᕈߩේೣߦೣࠅᄌᦝߪ

ⴕࠊߥޔߒߛߚޕᱜᒰߥ↱ߦࠃࠅ

ⴕࠊߥޔߒߛߚޕᱜᒰߥ↱ߦࠃࠅ

ណ↪ߒߚᣇᴺߦࠃࠆ⹏ଔ߇ㆡᒰߢߪߥ

ណ↪ߒߚᣇᴺߦࠃࠆ⹏ଔ߇ㆡᒰߢߪߥ

ߊߥߞߚ႐วߢޔߟ߆ޔᛩ⾗ਥ⼔

ߊߥߞߚ႐วߢޔߟ߆ޔᛩ⾗ਥ⼔

㗴߇ߥߣวℂ⊛ߦ್ᢿߢ߈ࠆ႐ว

㗴߇ߥߣวℂ⊛ߦ್ᢿߢ߈ࠆ႐ว

ߦ㒢ࠅ⹏ߩઁޔଔᣇᴺߦᄌᦝߢ߈ࠆ߽

ߦ㒢ࠅ⹏ߩઁޔଔᣇᴺߦᄌᦝߢ߈ࠆ߽

ߩߣߔࠆ⹏ޕଔᣇᴺࠍᄌᦝߒߚ႐วߦ

ߩߣߔࠆ⹏ޕଔᣇᴺࠍᄌᦝߒߚ႐วߦ

ߪ⋥ޔᓟߦᛩ⾗ਥߦઃߔࠆ⾗↥ㆇ↪

ߪ⋥ޔᓟߦᛩ⾗ਥߦઃߔࠆ⾗↥ㆇ↪

ႎ๔ᦠߦ߅ߡᰴߩ㗄ࠍ⸥タߔࠆޕ

ႎ๔ߦ߅ߡᰴߩ㗄ࠍ⸥タߔࠆޕ

㧙㧙




ⴕ

ⷙ

⚂

ᄌ

ᦝ

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

     㧔⋭⇛㧕

     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

╙㧤┨ ୫ࠇ߮ᛩ⾗ᴺੱௌߩ⊒ⴕ
╙᧦    㧔⋭⇛㧕

╙㧤┨ ୫ࠇ߮ᛩ⾗ᴺੱௌߩ⊒ⴕ
╙᧦    㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

╙㧥┨ ⸘ ▚

╙㧥┨ ⸘ ▚

╙᧦㨪╙᧦㧔⋭⇛㧕

╙᧦㨪╙᧦㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

╙┨ ᬺോ߮ോߩᆔ⸤

╙┨ ᬺോ߮ോߩᆔ⸤

╙᧦    㧔⋭⇛㧕

╙᧦    㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

╙᧦㧔ᬺോ߮ോߩᆔ⸤㧕

╙᧦㧔ᬺോ߮ോߩᆔ⸤㧕

㧝㧚     㧔⋭⇛㧕

㧝㧚     㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

㧞㧚ᧄᛩ⾗ᴺੱߪߩ↥⾗ޔㆇ↪߮▤ߦ

㧞㧚ᧄᛩ⾗ᴺੱߪߩ↥⾗ޔㆇ↪߮▤ߦ

ଥࠆᬺോએᄖߩᬺോߦଥࠆോߢߞ

ଥࠆᬺോએᄖߩᬺോߦଥࠆോߢߞ

ߡޔᛩାᴺ╙᧦ߦቯࠆോ㧔એ

ߡޔᛩାᴺ╙᧦ߦቯࠆോࠍ╙

ਅ⥸৻ޟോޕ߁ߣޠ㧕ࠍ╙ਃ⠪ߦ

ਃ⠪ߦᆔ⸤ߔࠆޕ

ᆔ⸤ߔࠆޕ
╙┨ ⾌↪╬

╙┨ ⾌↪╬

╙᧦    㧔⋭⇛㧕

╙᧦    㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕

⚕

⚕
㧔⋭⇛㧕

  㧔ⴕߤ߅ࠅ㧕



㧙㧙


᩺

╙㧞ภ⼏᩺ ၫⴕᓎຬ㧝ฬㆬછߩઙ
 ၫⴕᓎຬἏ⟤⍮↵ࠃࠅޔᐔᚑᐕᣣࠍ߽ߞߡ৻ᣤㄉછߒߚᣦߩ↳
ߒ߇ࠅ߹ߒߚߩߢޔᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢޔᡷߡၫⴕᓎຬ㧝ฬߩㆬછ
ࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ⼏ᧄޔ߅ߥޕ᩺ߦ߅ߡޔၫⴕᓎຬ㧝ฬߩછᦼ
ߪ╙᧦╙⚂ⷙⴕޔ㧞㗄ߩⷙቯߦࠃࠅޔᐔᚑᐕ㧝ᣣ߆ࠄ㧞ᐕ㑆ߣߥ
ࠅ߹ߔޕ
 ߹ߚޔၫⴕᓎຬߩㆬછߦ㑐ߔࠆᧄ⼏᩺ߪޔᐔᚑᐕᣣ㐿ߩᓎຬળ
ߦ߅ߡᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩ⋙〈ᓎຬߩోຬߩหᗧߦࠃߞߡឭߐࠇߚ߽ߩߢ
ࠅ߹ߔޕ
 ၫⴕᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
᳁
ฬ
㧔↢ᐕᣣ㧕

ਥⷐ⇛ᱧ㧔ળ␠ฬ╬ ᒰᤨ㧕
ᤘᐕ㧠 ਛᄩା⸤㌁ⴕᩣᑼળ␠ ␠
ᐔᚑ㧤ᐕ㧢 ห␠ ข✦ᓎ⾗㊄⸽ㇱ㐳
ᐔᚑ㧥ᐕ㧢 ห␠ ข✦ᓎ༡ᬺផㅴㇱ㐳
ᐔᚑᐕ㧢 ห␠ Ᏹോข✦ᓎ༡ᬺផㅴㇱ㐳
ᐔᚑᐕ㧢 ห␠ Ᏹോข✦ᓎ

Ἇ  ⟤ ⍮ ↵
ᤘᐕᣣ

ᐔᚑᐕ㧠 ਛᄩਃା⸤㌁ⴕᩣᑼળ␠ Ᏹോข✦ᓎ
ᐔᚑᐕ㧞 ห␠ ข✦ᓎᏱോၫⴕᓎຬ


ਃ࠻ࠬ࠻ࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬᩣᑼળ␠ Ᏹോข✦



ᓎ

ᐔᚑᐕ㧢 ਛᄩਃቛ⽼ᄁᩣᑼળ␠ ઍข✦ᓎ␠㐳
ᐔᚑᐕ㧢 ਃ࠳ࠗࠢ࠻៊ኂ㒾ᩣᑼળ␠ 㕖Ᏹൕ⋙ᩏᓎ
ᐔᚑᐕ㧟 ࡆࠗࡈᛩ⾗ᴺੱ ၫⴕᓎຬ㧔છ㧕

⸥ၫⴕᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦ․ߩኂ㑐ଥߪࠅ߹ߖࠎޕ
⸥ၫⴕᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ


㧙㧙


╙㧟ภ⼏᩺ ᰳၫⴕᓎຬ㧝ฬㆬછߩઙ
 ᰳၫⴕᓎຬጟ↰ൎߩㆬછߦଥࠆ⼏ߪᧄޔᛩ⾗ਥ✚ળߩ㐿ᆎߩᤨࠍ߽ߞ
ߡലജࠍᄬ߁ߎߣ߆ࠄޔၫⴕᓎຬ߇ᰳߌߚ႐วߪᴺߢቯࠆຬᢙࠍᰳߊ
ߎߣߦߥࠆ႐วߦ߃ޔᡷߡᰳၫⴕᓎຬ㧝ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢ
ࠅ߹ߔ╙ޔ߅ߥޕ㧝ภ⼏᩺߇ᛚนߐࠇߚ႐วߦߪ⼏ᧄޔ᩺ߦ߅ߡޔ
ᰳၫⴕᓎຬ㧝ฬߩㆬછߦଥࠆ⼏߇ലജࠍߔࠆᦼ㑆ߪ╙ޔ㧝ภ⼏᩺ߦࠃ
ࠆᄌᦝᓟߩⷙ⚂╙᧦╙㧟㗄ᧄᢥߩቯߦࠃࠅ╙ޔ㧞ภ⼏᩺ߦ߅ߌࠆၫⴕᓎ
ຬߩછᦼ߇ḩੌߔࠆᤨߢࠆᐔᚑᐕᣣ߹ߢߣߥࠅ߹ߔޕ
 ߹ߚޔᰳၫⴕᓎຬߩㆬછߦ㑐ߔࠆᧄ⼏᩺ߪޔᐔᚑᐕᣣ㐿ߩᓎ
ຬળߦ߅ߡᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩ⋙〈ᓎຬߩోຬߩหᗧߦࠃߞߡឭߐࠇߚ߽ߩ
ߢࠅ߹ߔޕ
 ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
᳁
ฬ
㧔↢ᐕᣣ㧕

ਥⷐ⇛ᱧ㧔ળ␠ฬ╬ ᒰᤨ㧕
ᤘᐕ㧠 ᄢࡂ࠙ࠬᎿᬺᩣᑼળ␠ ␠
ᐔᚑ㧣ᐕ㧠 ห␠ ጤᚻᡰᐫ ⚻ℂ✚ോ⺖㐳
ᐔᚑᐕ㧠 ห␠ ▤ℂᧄㇱ ⽷ോㇱ⽷ോ⺖㐳
ᐔᚑᐕ ห␠ ▤ℂᧄㇱ ⽷ോㇱ⽷ോ⾗㊄ࠣ࡞ࡊࠣ࡞ࡊ

ጊ ↰  ᰴ
ᤘᐕ㧣㧠ᣣ



㐳

ᐔᚑᐕ ห␠ ᮮᵿᡰᐫ ▤ℂㇱ ᰴ㐳
ᐔᚑᐕ㧠 ห␠ ᧲੩ᡰ␠ ⚻ℂㇱ㐳
ᐔᚑᐕ㧠 ᄢࡂ࠙ࠬࡕࡕ࠻ࠕ࠶࠻ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ᩣᑼળ


␠㧔ะ㧕 㘈

ᐔᚑᐕ㧡 ห␠ ข✦ᓎ
ᐔᚑᐕ㧢 ห␠㧔ォ☋㧕 ઍข✦ᓎ␠㐳㧔છ㧕

⸥ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪ↥⾗ᧄޔㆇ↪ળ␠ߩઍข✦ᓎ␠㐳ߢࠅ߹ߔޕ
⸥ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪޔ⸥ࠍ㒰߈ᧄޔᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦ․ߩኂ
㑐ଥߪࠅ߹ߖࠎޕ
⸥ᰳၫⴕᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ


㧙㧙


╙㧠ภ⼏᩺ ⋙〈ᓎຬ㧞ฬㆬછߩઙ
 ⋙〈ᓎຬ㢬Ꮞᐽᨑࠃࠅޔᐔᚑᐕᣣࠍ߽ߞߡㄉછߒߚᣦߩ↳ߒ
߇ޔ߮⋙〈ᓎຬጤ㦮ືࠃࠅᐔᚑᐕᣣࠍ߽ߞߡ৻ᣤㄉછߒߚᣦ
ߩ↳ߒ߇ޔߢߩߚߒ߹ࠅࠇߙࠇߘޔᐔᚑᐕ㧝ᣣઃߢޔᡷߡ⋙〈
ᓎຬ㧞ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ⼏ᧄޔ߅ߥޕ᩺ߦ߅ߡ〈⋙ޔ
ᓎຬ㧞ฬߩછᦼߪ╙᧦╙⚂ⷙⴕޔ㧞㗄ߩⷙቯߦࠃࠅޔᐔᚑᐕ㧝ᣣ
߆ࠄ㧞ᐕ㑆ߣߥࠅ߹ߔޕ
 ߥ߅ޔᛩାᴺ߮ⴕⷙ⚂╙᧦ߩⷙቯߦࠃࠅ〈⋙ޔᓎຬߩຬᢙߪޔၫⴕ
ᓎຬߩᢙߦ㧝ࠍട߃ߚᢙએߢࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
 ⋙〈ᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
⠪
⇟ ภ

㧝

㧞

᳁
ฬ
㧔 ↢ ᐕ  ᣣ 㧕

ਥⷐ⇛ᱧ㧔ળ␠ฬ╬ ᒰᤨ㧕

ᐔᚑ㧞ᐕ㧠
ᐔᚑ㧢ᐕ㧟
ᐔᚑ㧥ᐕ㧞
ጤ 㦮 ື  ᐔᚑ㧥ᐕ㧞
ᤘᐕ㧞ᣣ  ᐔᚑᐕ㧡
ᐔᚑᐕ㧤

ᐔᚑᐕ㧝

⋙ᩏᴺੱ࠻ࡑ࠷ ᚲ
ળ⸘჻⊓㍳㧔0Q㧕
ࠛࠗ࠺ࠖᩣᑼળ␠ ␠
ጤ㦮ືળ⸘჻ോᚲ 㐿ᚲ
⒢ℂ჻⊓㍳㧔0Q㧕
ࠪ࠹ࠖࠕળ⸘჻หോᚲ ᚲ㧔
છ㧕
ࡆࠗࡈᛩ⾗ᴺੱ ⋙〈ᓎຬ㧔છ㧕

ᤘᐕ㧠
ᤘᐕ㧠
☨ Ꮉ 
ാ ᤘᐕ㧠
ᤘᐕᣣ 
ᐔᚑᐕ㧢

มᴺୃ⠌↢
ᄢ㒋ᑯ⼔჻ળ ਛဌᐔᴺᓞോᚲ ᚲ
᧲੩ᑯ⼔჻ળ ἑ☨Ꮉᴺᓞോᚲ 㐿⸳
᧲੩ᑯ⼔჻ળ ࠕ࡞ࡈࠔࡄ࠻࠽࠭ᴺᓞ
ോᚲ 㐿⸳㧔છ㧕

⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߪᧄ߽ࠇߕޔᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦ․ߩኂ㑐ଥߪ
ࠅ߹ߖࠎޕ
⸥⋙〈ᓎຬ⠪ߪᧄ߽ࠇߕޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍߒߡ߅ࠅ߹ߖ
ࠎޕ


㧙㧙


╙㧡ภ⼏᩺ ᰳ⋙〈ᓎຬ㧝ฬㆬછߩઙ
 ⋙〈ᓎຬ߇ᰳߌߚ႐วߪᴺߢቯࠆຬᢙࠍᰳߊߎߣߦߥࠆ႐วߦ߃ޔ
ᰳ⋙〈ᓎຬ㧝ฬߩㆬછࠍ߅㗿ߔࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ╙ޔ߅ߥޕ㧝ภ⼏᩺߇
ᛚนߐࠇߚ႐วߦߪ⼏ᧄޔ᩺ߦ߅ߡޔᰳ⋙〈ᓎຬ㧝ฬߩㆬછߦଥࠆ
⼏߇ലജࠍߔࠆᦼ㑆ߪ╙ޔ㧝ภ⼏᩺ߦࠃࠆᄌᦝᓟߩⷙ⚂╙᧦╙㧟㗄ᧄ
ᢥߩቯߦࠃࠅ╙ޔ㧠ภ⼏᩺ߦ߅ߌࠆ⋙〈ᓎຬߩછᦼ߇ḩੌߔࠆᤨߢࠆᐔ
ᚑᐕᣣ߹ߢߣߥࠅ߹ߔޕ
 ᰳ⋙〈ᓎຬ⠪ߪᰴߩߣ߅ࠅߢߔޕ
᳁
ฬ
㧔↢ᐕᣣ㧕

ਥⷐ⇛ᱧ㧔ળ␠ฬ╬ ᒰᤨ㧕

᭑ ᧄ 
⡡
ᤘᐕ㧡ᣣ

ᐔᚑᐕ มᴺୃ⠌↢
ᐔᚑᐕ ᧲੩ᑯ⼔჻ળ ἑ☨Ꮉፉᴺᓞോᚲ ᚲ㧔
છ㧕

⸥ᰳ⋙〈ᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߣߩ㑆ߦ․ߩኂ㑐ଥߪࠅ߹
ߖࠎޕ
⸥ᰳ⋙〈ᓎຬ⠪ߪᧄޔᛩ⾗ᴺੱߩᛩ⾗ญࠍߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ

ෳ⠨㗄
 ᧄᛩ⾗ਥ✚ળߦឭߐࠇࠆ⼏᩺ߩ߁ߜ⋧ޔߔࠆ⿰ᣦߩ⼏᩺߇ࠆߣ߈ߪޔᒰ
⼏᩺ߩߕࠇߦ߽ޔᛩାᴺ╙᧦╙㧝㗄߮ⴕⷙ⚂╙᧦ߦⷙቯߔࠆߥߺޟ
ߒ⾥ᚑⷙߩޠቯߪㆡ↪ߐࠇ߹ߖࠎޔ߅ߥޕ⸥╙㧝ภ⼏᩺߆ࠄ╙㧡ภ⼏᩺߹ߢߩ
ฦ⼏᩺ߦߟ߈߹ߒߡߪ⋧߽ࠇߕޔߔࠆ⿰ᣦߩ⼏᩺ߦߪᒰߒߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕ
એ 



㧙㧙




╙㧣࿁ᛩ⾗ਥ✚ળળ႐ߩߏ᩺ౝ࿑
ળ႐ ᧲੩ㇺජઍ↰㘵↰ᯅਃৼ⋡⇟㧝ภ
ᄢࡂ࠙ࠬᎿᬺᩣᑼળ␠ ᧲੩ࡆ࡞ ળ⼏ቶ
㔚 



٨ ㅢ  㧶㧾᳓ᯅ㚞 ญࠃࠅᓤᱠ㧞ಽ
㧶㧾㘵↰ᯅ㚞 ᧲ญࠃࠅᓤᱠ㧣ಽ
᧲੩ࡔ࠻ࡠᭉ↸✢ධർ✢ㇺ༡ᄢᳯᚭ✢㘵↰ᯅ㚞㧭㧝ญࠃࠅᓤᱠ㧣ಽ
᧲੩ࡔ࠻ࡠ᧲✢㘵↰ᯅ㚞㧭㧡ญࠃࠅᓤᱠ㧠ಽߪ㧭㧞ญࠃࠅᓤᱠ㧣ಽ


㧨߅㗿㧪ᒰᣉ⸳ߦߪ㚢ゞࠬࡍࠬߪߏߑ߹ߖࠎߩߢ߅ޔゞߢߩߏ᧪႐ߪ
ߏ㆙ᘦߊߛߐޕ




