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ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ᡙь৲̮ϋٳɧѣင৲̮

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅ
ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ
ἧỳὅἛऴإ੩̓૰
ᚨܭஹỉᢃဇểʻࢸỉ৲ؾỉᙸᡫẲỆếẟề ἙὊἑؕแଐᾉᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐ

እợụẆẐഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅẑửắग़ងụẆҽẪࣂᅇဎẲɥậộẴẇ
ஜ૰ỂỊẆ࢘ἧỳὅἛỉᚨܭஹỉᢃဇểʻࢸỉ৲ؾỉᙸᡫẲỆếẟềắإԓẟẺẲộẴẇ

ᚨܭஹỉᢃဇཞඞểʻࢸỉ৲ؾỉᙸᡫẲ
Ẕᚨܭஹỉᢃဇཞඞẕ
z ૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐίˌɦẆૼᏍ໒ὸỉज़௨ਘٻửӖẬẺᵐஉࢸҞˌᨀẆ৲ܼỉἼἋἁׅᢤۋѬỉ
᭗ộụễỄửᏑỆẆᾡᾔᾘᾣὉఇࡸễỄỉἼἋἁငỊٻẨẪɦᓳẲộẲẺẇ
z ẸủỆˤẟ࢘ἧỳὅἛỉؕแ̖᫇ờɦᓳẲộẲẺầẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆợỦಅጚफ҄ভࣞỂٻẨẪ
ɦᓳẲềẟỦἭἘἽἼἐὊἚᾡᾔᾘᾣởՠಅᚨᾡᾔᾘᾣỆỊ৲ẶẵẆჺႎễኺฎؾỉ҄٭ỆӫẰủỆ
Ẫẟᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣởἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣễỄửɶ࣎Ệ৲ẲềẟẺẮểễỄẦỤẆ࢘ἧỳὅἛỉɦᓳࠢỊ৮ảỤ
ủộẲẺẇ
z ܖٻỆấẟềသܖဃử࠙ẰẶẺụᡫ̮ᏋỆЏụஆảỦễỄỉѣẨầ࠼ầẾẺẮểỂẆჺႎỆಅጚɧᡢଢ
ज़ầ᭗ộẾẺɟᢿỉܖဃݜᾡᾔᾘᾣửμ٥ҲẲẆɦᓳࠢầٻẨẪлܤểễẾẺἉἝỴ˰ܡᾡᾔᾘᾣửᝰẟفẴễỄẆ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉˌᨀẆႻئѣӼỆࣖẳẺኵλ᥄ỉᙸႺẲửᘍẟộẲẺẇ
Ẕʻࢸỉ৲ؾỉᙸᡫẲểᢃဇ૾ᤆẕ
z ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉɶỆỊẆᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣởἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣễỄẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỉݣሊỆợỦ
ỼὅἻỶὅ˟ᜭởܡנѮѦẆܖܡנ፼ỉݰλễỄỉᅈ˟ỉ҄٭ửᡙẟỆẆẰỤễỦಅጚਘٻầࢳẰủỦ
ЎờٶẪנ܍ẴỦểᎋảềẟộẴẇ
z ʻׅỉࠢٻễᛦૢỆợỦᾡᾔᾘᾣ̖ỉപỚửἓἵὅἋểਵảẆ࣋ࡁႎễἼἇὊἓỆợụẆ͌ɥầụႩỉྒࢽấợ
Ỏᣐ࢘ӓႩỉᄩ̬ửỜằẲềᢃဇẴỦ૾ᤆỂẴẇ
Ὁࠊඞỉ٭ѣሁỆợụẆɥᚡỉᢃဇ૾ᤆᡫụỉᢃဇầᘍảễẟئӳầẝụộẴẇ

࢘ἧỳὅἛỉἰἈὊἧỳὅἛểᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỉਖ਼ᆆ
ί᧓ᾉᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐίᚨܭଐὸ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐὸ

ᵏᵏᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵎᵊᵎᵎᵎ
ᵗᵊᵎᵎᵎ

ᵖᵊᵎᵏᵕ
ᵕᵊᵕᵒᵗ
ᵕᵊᵏᵒᵗ

ᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵕᵊᵎᵎᵎ
ᵔᵊᵎᵎᵎ
ᵓᵊᵎᵎᵎ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐ

ἰἈὊἧỳὅἛ
ᾡᾔᾘᾣ
ఇࡸ

Ὁᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐᵛᵏᵎᵊᵎᵎᵎểẲềਦૠ҄

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵐᵖଐ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵏᵑଐ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐ

ὉἰἈὊἧỳὅἛỊἧỳὅἛỉܱᨥỉᢃဇửᘍạഏɭˊᾡᾔᾘᾣἰἈὊἧỳὅἛỂẴẇἰἈὊἧỳὅἛỂỊẆ̮ᚠإᣛỊẦẦụộẶỮẇὉɥᚡỉ᧓Ểᾋငᧈ
ᾍίໝஆἪἕἊẝụὸᾉᵗᵑᵌᵖήẦỤᵗᵗᵌᵎήẆᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸᾉᵗᵗᵌᵎήẦỤᵗᵗᵌᵕήẆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸᾉᵗᵑᵌᵖήẦỤᵗᵖᵌᵗήẆ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸᾉᵗᵖᵌᵖήẦỤᵗᵗᵌᵓήỉлӳỂἰἈὊἧỳὅἛửኵỚλủềẟộẴẇὉᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỊẆἰἈὊἧỳὅἛỉؕแ̖᫇ỉ
ምЈؕแଐỆࣖݣẴỦྵ᧓עỆؕỀẨᚡ᠍ẲềấụộẴẇὉᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỊਦૠίᣐ࢘ᡂὸử̅ဇẲềấụẆἧỳὅἛỉᢃဇܱጚửᅆẴờỉỂỊẝụ
ộẶỮẇਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắӋༀẪẻẰẟẇễấẆਦૠỊἛἽἫὊἋỉਦૠử̅ဇẲềấụɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮ầό੭
ምẲềẟộẴẇὉɥᚡỉਦૠỊἧỳὅἛởἰἈὊἧỳὅἛỉἫὅἓἰὊἁỂỊẝụộẶỮẇộẺẆɥᚡỉਦૠỊᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỉ͌ѣẨửᛟଢẴỦẺỜỆᘙ
ᅆẲềẟộẴẇ
ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
Ὁஜ૰ỊഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅỉᢃဇཞඞử৲ܼỉỚễẰộỆắኰʼẴỦẺỜỆ˺ẲẺờỉỂẴẇẮỉẺỜẆἧỳὅἛỉՠԼࣱẆἼἋἁẆấဎᡂỚἳἴễỄỆ
ếẟềỊ৲̮ᚠᛟଢίʩ˄ႸᛯᙸὸửắᄩᛐẟẺẻẪ࣏ᙲầẝụộẴẇὉഏɭˊᾡᾔᾘᾣểẲềẐἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲẑẆẐἿἊἋἘỵἁἋ᧙ᡲẑẆẐἝἷὊἋἑỶἽ
᧙ᡲẑỉᵑếỉЎỆදႸẲềấụộẴầẆݩஹ٭ẴỦئӳầẝụộẴẇὉ࢘ἧỳὅἛỊɭမӲỉᾡᾔᾘᾣỆ৲ẲộẴầẆஜ૰ỂỊᵮᵏᵋᵑỆấẟềཎỆૺụ
ỉễẟᨂụỊẆᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉໜỂ࢘ἧỳὅἛỉஇờኵλൔྙỉ᭗ẟỂỉཞඞửᅆẲẆộẺᾡᾔᾘᾣỉἙὊἑửဇẟềẟộẴẇὉἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊ
ἌίἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌὉỿἵἦἑἽὉἰἊἳὅἚὉỶὅἁὸỉἅἳὅἚửؕỆ˺ẲềẟộẴẇ
ṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
ộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ឱɦỉᾡᾔᾘᾣࠊئểഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉཞඞ
Ẕᾡᾔᾘᾣࠊئμ˳ẕ
z ᾡᾔᾘᾣỊẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆˤạ৲ܼ࣎ྸỉफ҄ễỄửᏑỆٻẨẪɦᓳẲộẲẺẇ
z ӲầૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỉݣሊểẲềʴỉᆆѣửСᨂẴỦɶẆཎỆἭἘἽἼἐὊἚᾡᾔᾘᾣầٻẨẪ٥Ụủ
ộẲẺẇ
z ᾡᾔᾘᾣỊಒỈܭܤẲẺᝠѦཞඞể᭽щႎễᣐ࢘МׅụửஊẲẆộẺᾡᾔᾘᾣ̖ỉɦᓳỆợụἢἼἷỺὊἉἹ
ὅί৲̖͌ؕแὸỊࠢٻễлܤ൦แỂẝụẆ᭽щႎễ৲ೞ˟ử੩̓ẲềẟỦểỚềẟộẴẇ
ẔἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣẕ
z ૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆˤẟẆỼὅἻỶὅ˟ᜭởܡנѮѦẆܖܡנ፼ễỄỉݰλầᡶỮỂẟộẴẇ
z ẮủỤỉऍऔửӖẬỦẮểầࢳẰủỦἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣỊᵐᵎᵐᵎ࠰ИஹỂɥଞẲẆộẺᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣỉ
ɦᓳỊᨂܭႎỂẴẇ
z ἙἊἑἽኺฎỉਘٻểɭမỉἙἊἑἽἙὊἑỉዒዓႎễفьầᙸᡂộủỦẮểẦỤẆἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ
ỊʻࢸờɶᧈႎỆᧈẴỦểᎋảềẟộẴẇ
ẔἿἊἋἘỵἁἋ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣẕ
z ཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣỊ৲ܼ࣎ྸỉफ҄ễỄỉࢨ᪪ẦỤẆ࠰ИஹỂɦᓳẲềẟộẴẇ
z ẲẦẲẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỉݣሊỉɟỂẝỦʴỉᆆѣỉᐯቭሁỊẆɭမႎễᾴἅἰὊἋίᩓ܇ՠӕࡽὸ
ỉẰỤễỦਘٻỆếễầỦểᎋảỤủẆཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣỊẸỉऍऔửӖẬỦẮểầࢳẰủộẴẇ
z ̽ࡉᾡᾔᾘᾣỊẆᣃࠊ҄ỉᡶޒỆˤạ˰ܡỉ҄ݱễỄầᧈᙲ׆ỂẝỦẮểẦỤẆᩔᙲấợỎỿἵἕἉἷ
ἧἿὊỊܭܤẲềẟỦểᎋảỤủộẴẇ
ẔἝἷὊἋἑỶἽ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣẕ
z ἉἝỴ˰ܡᾡᾔᾘᾣỊẆλއᎍỂẝỦ᭗ᱫᎍỉᨼׇज़௨ỆợỦࢨ᪪ầভࣞẰủẺẮểễỄỆợụẆཎỆٻẨẪɦᓳ
ẲềẟộẴẇ
z ৎ˰ܡᾡᾔᾘᾣởቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỆếẟềỊẆ˰އỊဃỆɧӧഎỂẝụẆἱἾἝỴἽɭˊỉɭ࠘࢟ỆợỦ
ắỨễ̖ỉ˰ܡồỉᩔᙲਘٻởἻỶἧἋἑỶἽỉٶಮ҄ỆˤạૼẲẟἝὊἌửẺẲềẟỦẮểễỄẦỤẆ
ൔ᠋ႎܭܤẲẺᩔᙲầᙸᡂộủỦểᎋảềẟộẴẇ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ИஹỉᾡᾔᾘᾣỉἍἁἑὊКᬸᓳྙᵆ᧓ᾉᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵐஉᵑᵏଐ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐᵇ
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ὉɥᚡỉЎỊẔᾡᾔᾘᾣỉЎؕแỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇ

ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ṲɥᚡỊἛἽἫὊἋẆᣐ࢘ᡂỚỉਦૠử̅ဇẲềấụộẴẇਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞ
ඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
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ᾡᾔᾘᾣࠊئỉ৲ؾ
z ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵑଐໜỉᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍἙỵἋ
ỽỸὅἚྙỊᵋᵑᵒήᆉࡇểẆᵐᵎᵐᵎ࠰ИểൔỔỦể
ٻẨẪ˯ɦẲềấụẆἼὊἰὅἉἹἕἁỉࢨ᪪ửӖẬ
˯ ɦ Ẳ Ẻ ᵐᵎᵎᵗ ࠰ ᵐ உ  ί ᵋᵑᵕ ή ὸ ᆉ ࡇ ỉ ൦ แ Ệ
ᡈỀẟềẟộẴẇ
z ૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻửӖẬẆ৲ܼỉἼἋἁׅᢤ
ۋѬầ᭗ộẾẺẮểễỄửᏑỆẆᾡᾔᾘᾣ̖ầ
ɦᓳẲẺẮểẦỤẆᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘МׅụỊẆɥଞ
ẲộẲẺẇᵏᵎ࠰ͺỆݣẴỦᾡᾔᾘᾣỉМׅ
ụࠀỊਘٻẲềẟộẴẇ

ᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍἙỵἋỽỸὅἚྙểỊᾎ
ᾡᾔᾘᾣ̖ỉл᭗ὉлܤửᙸỦਦỉɟếỂẆ
ᾡᾔᾘᾣỉࠊ̖ئᶤᾡᾔᾘᾣầ̬ஊẴỦɧѣငử
̖ᚸ̖ẲềምЈẲẺᾡᾔᾘᾣỉᵏӝ࢘Ẻụኝင
̖͌ᵋᵏểẲềᚘምẰủộẴẇᚘምẰủẺ͌ầ
 ٻẨ ẟỖ Ễ л᭗ ࡇӳ ẟầ ٻẨ ẟ Ắể ửᅆẲ Ẇ
ݱẰẟỖỄлࡇܤӳẟầٻẨẟẮểửᅆẲộẴẇ

ᾡᾔᾘᾣỉᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍἙỵἋỽỸὅἚྙỉਖ਼ᆆ
ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵈᵇ

ᵆήᵇ
ᵒᵎ

л᭗

ᵐᵎ

ᵎ

ᵋᵐᵎ

ᵋᵒᵎ
ᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉ

ᵋᵑᵒή

ᵋᵑᵕή
ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵏᵐஉ

ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵏᵐஉ

όႺᡈ͌Ịᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵑଐỉἙὊἑẆẸủˌٳỊஉ͌ử̅ဇẇ

ᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏᵐஉ

лܤ

ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵐஉ

ίЈὸἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌ֭ಃፍửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘Мׅụểᵏᵎ࠰ͺỉМׅụሁỉਖ਼ᆆ
ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐᵇ

ᵆήᵇ
ᵏᵒ
ᵏᵐ

МׅụࠀίṞὼṟὸ

ᵏᵎ

ᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘МׅụίṞὸ
ᵏᵎ࠰ͺỉМׅụίṟὸ

ᵖ

ᵒᵌᵕ

ᵔ

ᵒᵌᵏ

ᵒ
ᵐ

ᵎᵌᵕ

ᵎ
ᵋᵐ
ᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ὉɥᚡỊἛἽἫὊἋẆᣐ࢘ᡂỚỉਦૠử̅ဇẲềấụộẴẇ

ᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ṲਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئ
ؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
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ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉ᭽щṞܭܤႎễἥἊἋἴἙἽửޒẴỦᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣ
z ᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣỊẆעםМဇᙹСễỄẦỤૼᙹᚨầᩊẲẪẆܲỉ˂ᅈồỉʈ੭ảờᆇễẺỜẆӋλᨦُỉ
᭗ẟἥἊἋἴἙἽểễẾềẟộẴẇộẺẆˌɦỉໜẦỤờൢ٭ѣỆӫẰủỆẪẟܭܤႎễᧈầࢳỂ
ẨẆʻࢸỉἙἊἑἽἙὊἑفьỆˤạᩔᙲਘٻử៊ộảỦểẆ᭽щႎễἥἊἋἴἙἽểᎋảỤủộẴẇ

ṞܭܤႎễᧈầࢳỂẨỦ૰ӓλ

ᵮᵭᵧᵬᵲ
ᡫࠝᵓ῍ᵏᵎ࠰ỉᧈڎኖỂҾЩᚐኖɧӧẆ૰Ị࠰ɥଞẴỦỺἋỽἾὊἉἹὅவửဇ

ᡫ̮ذỉڎኖỶἳὊἊ

ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ ᵑᵃɥଞ

ᵏ࠰Ⴘ ᵐ࠰Ⴘ

ᵑ࠰Ⴘ

ᵒ࠰Ⴘ

ᵓ࠰Ⴘ

ᵔ࠰Ⴘ

ᵕ࠰Ⴘ

ᵖ࠰Ⴘ

ᵗ࠰Ⴘ

ᵏᵎ࠰Ⴘ

ί૰ὸ

ίڎኖ࠰ૠὸ

ҾЩᚐኖɧӧ

ɟᑍႎỆ૰ỊỂỊרኖᵑᵃẆẸủ
ˌٳỉὉ؏עỂỊỶὅἧἾྙỆؕỀẨɥଞ

ᧈỂܭܤẲẺ
૰ӓλỆࢳ
ᵆЈᵇἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌỉ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ṟἘἜὅἚỉفьỆợỦМႩྙỉӼɥ

ᵮᵭᵧᵬᵲ
ᵐᅈႸˌᨀỉἘἜὅἚᡙьỉᨥỆႆဃẴỦᝲဇỊᨂܭႎ
ἘἜὅἚفьỆợỦӓλὉᝲဇὉМႩྙỉ҄٭
ίҥˮᾉἛἽὸ

ἘἜὅἚૠ
૰ӓλ
ᢃփᝲဇ
٥ɥዮМႩ
ᚨᝲဇ
৲МႩྙ

ᵮᵭᵧᵬᵲ

৲МႩྙᵛ٥ɥዮМႩᶤᚨᝲဇ
ɥᚡỉૠ͌Ịɟ̊ỂẝụẆܱᨥỉૠ͌ểỊ
ီễụộẴẇ

ᵏếỉᡫ̮ذỆỊẆᙐૠỉἘἜὅἚể
ڎኖầӧᏡ
ὉɥᚡỉỶἻἋἚỊỶἳὊἊỂẴẇ

ᵏᅈ
ᵐᅈ
ᵑᅈ
ᵐᵎᵊᵎᵎᵎ
ᵓᵎᵊᵎᵎᵎ
ᵖᵎᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵐᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵑᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵒᵊᵎᵎᵎ
ᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵑᵕᵊᵎᵎᵎ
ᵔᵔᵊᵎᵎᵎ
ᵐᵕᵓᵊᵎᵎᵎ
ᵑᵃ
ᵏᵑᵃ
ᵐᵒᵃ

ἘἜὅἚỉفьỊ
МႩྙỉӼɥỆ
݃ɨ

ίЈὸỴἳἼỽὅὉἑὁὊỉ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲɥᚡỊᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣỉἥἊἋἴἙἽỆếẟềቇତႎỆᅆẲềẟỦẺỜμềửዡ፠ẲềẟỦỪẬỂỊẝụộẶỮẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺
ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
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ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉ᭽щṟễỦᩔᙲਘٻầࢳẰủỦཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣ
z ᶃἅἰὊἋỊૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆểờễẟද૨ầٻẨẪفьẲềẟộẴẇʻࢸỊẆễỦᣐᡛјྙ҄ỉẺỜẆ
ᣃࠊᡈᢸỉ᭗ೞᏡཋ්ᚨồỉᩔᙲầ᭗ộỦểᎋảỤủộẴẇ
z ἅἋἚЪถỉᚇໜẦỤờᣃࠊᡈᢸỉ᭗ೞᏡཋ්ᚨồỉᩔᙲỊ᭗ộỦẮểầेܭẰủẆᣃࠊᡈᢸỉ᭗ೞᏡ
ཋ්ᚨửٶẪ̬ஊẴỦଏ܍ỉཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣỆỊᇤʗΟˮࣱầẝụộẴẇ

ૼᏍ໒ỉࢨ᪪ỂᾴἅἰὊἋầьᡮẲẆཋ්ᚨỉᩔᙲفỆࢳ
ද૨فьỂࢨ᪪ửӖẬềẟỦ
ỼὅἻỶὅἉἹἕἩỉɟ̊

ᵮᵭᵧᵬᾣ
• ૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỂẆᶃἅἰὊἋửဇẲẺՠԼ
ទλầفьẲẆᣐᡛࡨễỄầႆဃ
• ᣐᡛἋἦὊἛễỄٶಮễἝὊἌỆ௩᠂ỆࣖݣỂẨỦ
јྙႎễཋ්ᚨồỉᩔᙲầਘٻ

ಏئࠊټ
Ἷἡἅ
ỴἰἐὅὉἛἕἚὉἅἲ
ᵿᶓᴾᵵᶍᶕᶋᵿὲ
ᶂ ἉἹἕἦὅἂ
ሁ
ὉɥᚡỊɟ̊ỂẝụẆμềửዡ፠ẲềẟỦỪẬỂỊẝụộẶỮẇ
ίЈὸ˖ಅᾗᾟẆӲᆔ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ᣐᡛјྙ҄ỉᚇໜẦỤ
ᣃࠊᡈᢸỉ
᭗ೞᏡཋ්ᚨồỉ
ᩔᙲفьỆࢳ

ἅἋἚನᡯỉᢌẟẦỤᩔᙲầ᭗ộỦᣃࠊᡈᢸỉ᭗ೞᏡཋ්ᚨ
ཋ්ᚨỉᇌעểೞᏡỉᢌẟỆợỦἇἩἻỶἓỹὊὅόἅἋἚỶἳὊἊ

ᵮᵭᵧᵬᵲ
ᡫࠝỉཋ්ᚨỊ
• ἇἩἻỶἓỹὊὅἅἋἚμ˳ỆݣẴỦᡛᝲểʴˑᝲỉлӳỊኖᵖᵎᵃểἅἋἚ
μ˳ỉٶẪửҩỜỦ
• ૰ỉҩỜỦлӳỊᵓᵃᆉࡇể˯ẟ
ཋ්ᚨỉ૰
૾עỉ
ᡫࠝỉཋ්ᚨ

ᡛᝲὺʴˑᝲ

ᣃࠊᡈᢸỉ
᭗ೞᏡཋ්ᚨ
ࡉנἅἋἚ

ᵮᵭᵧᵬᵲ
ᣃࠊᡈᢸỉ᭗ೞᏡཋ්ᚨử̅ဇẴỦἘἜὅἚỊ
• ᇌעỉΟˮࣱởἿἮἕἚ২ᘐỉݰλễỄỂᡛᝲởʴˑᝲử
৮С
• ႻݣႎỆ૰Ị᭗ẟầẆᡛᝲểʴˑᝲỉ৮СỂμ˳ỉ
ἅἋἚ৮СửỦ

ႻݣႎễἅἋἚΟˮࣱẦỤ
ᣃࠊᡈᢸỉ
᭗ೞᏡཋ්ᚨồỉ
ᩔᙲفьỆࢳ

όҾ૰ỉᛦᢋẆဃငẦỤᙌᡯẆཋ්Ẇᝤ٥ễỄửᡫẲềᙌԼởἇὊἥἋầෞᝲᎍỉΨỆފẪộỂỉɟᡲỉếễầụỉẮể
ὉɥᚡỊỶἳὊἊỂẝụẆμềửዡ፠ẲềẟỦỪẬỂỊẝụộẶỮẇ
ίЈὸӲᆔ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
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ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉ᭽щṠ˰ܡểဃỆ˄᨟ẴỦἇὊἥἋử੩̓ẴỦቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣ
z ቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỊẆἻỶἧἋἑỶἽỉ҄٭ễỄửᡙẟỆẆɶᧈႎễᧈầᙸᡂộủộẴẇ
z ˰އᎍỉܭბྙỊ᭗ẪẆ᠃ЈλầݲễẟẺỜẆቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỉӓႩỊൔ᠋ႎܭܤẲềẟộẴẇ

σஊᚨửஊẴỦᨼӳ˰עܡểẲềදႸửᨼỜỦᾜᾗἅἱἷἝἘỵ
z ቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣầ̬ஊẴỦᾜᾗίᾜᾰ᾽ῄᾰᾲῃῄ῁ᾴᾳ ᾗιῄῂᾸ᾽ᾶὸἅἱἷἝἘỵểỊẆἩὊἽẆἧỵἕἚἋἊἲễỄỉ
σஊᚨửஊẴỦᨼӳ˰עܡỂẴẇᵓᵓബˌɥễỄỉ࠰ᱫСᨂầẝỦἅἱἷἝἘỵỉئӳỊᡚᎰᎍޖẆ࠰ᱫ
СᨂỉẟἅἱἷἝἘỵỉئӳỊ˯ࢽᎍޖầɼễܲỂẴẇ
ቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỉἥἊἋỶἳὊἊ
ቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣ

ᵮᵭᵧᵬᵲ

ᵮᵭᵧᵬᵲ

˰އᎍỊẆৎ˰ܡỉኖᵓЎỉᵏỉ̖ỉ
ቇତ˰ܡửទλẲẆ͈ע૰Ẇπσ૰ẆἩὊ
ἽễỄỉМဇ૰ửૅạ

ᾡᾔᾘᾣầ̬ஊὉሥྸẴỦỉỊעםởσஊ
ᢿЎỂẆἅἱἷἝἘỵỉᢃփᝲဇỊ᠉ࣇ

ίσஊᢿЎỉ̊ὸ
ἩὊἽᵍἘἝἋἅὊἚ

ᾜᾗἅἱἷἝἘỵ

ὉɥᚡỊቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỉἥἊἋἴἙἽỆếẟềቇତႎỆᅆẲềẟỦẺỜμềửዡ፠ẲềẟỦỪẬỂỊẝụộẶỮẇ
ίЈὸӲᆔ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ίắӋᎋὸỂ᭗ộỦቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣỉᩔᙲ
z ỉᵔᵓബˌɥỉʴӝỊفьẴỦᙸᡂỚỂẆᾜᾗἅἱἷἝἘỵầݣᝋểẴỦܲޖờفьẴỦểᙸᡂộủộẴẇ
z ˰̖ܡểרዅỉʇᩉỊਘٻẲềấụẆ˰ܡទᝰщầ˯ɦẲềẟỦểᎋảềẟộẴẇৎ˰ܡểൔ᠋
Ẳềܤẟቇତ˰ܡỆỊẆᡙẟểẟảỦỂẲỢạẇ
ỉᵔᵓബˌɥỉʴӝỉਖ਼ᆆ
ί᧓ᾉᵐᵎᵎᵓ࠰῍ᵐᵎᵑᵎ࠰Ẇ
ᵐᵎᵏᵗ࠰ˌᨀʖย͌ὸ

ίɢʴὸ
ᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵔᵊᵎᵎᵎ

ỉ˰̖ܡểרዅỉਖ਼ᆆ
ί᧓ᾉᵏᵗᵗᵎ࠰῍ᵐᵎᵏᵗ࠰ὸ

ᵑᵎᵎ
˰̖ܡ
רዅ

ᵐᵎᵎ

ᵒᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵎᵎ

ᵐᵊᵎᵎᵎ
ᵎ
ᵐᵎᵎᵓ

Ὁᵏᵗᵗᵎ࠰ᵛᵏᵎᵎểẲềਦૠ҄

ᵐᵎᵏᵓ

ᵎ
ᵏᵗᵗᵎ

ᵐᵎᵐᵓ ί࠰ὸ

ᵐᵎᵎᵎ

ᵐᵎᵏᵎ

ί࠰ὸ

ίЈὸᾞᾔᾒᾓỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺ ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶẆἙὊἑἋἚἼὊἲỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
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収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産
から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。

投資信託から分配金が支払われるイメージ
分配金
投 資 信 託 の純 資 産

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場
合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益
調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,5 5 0 円
期 中収益
( ① + ② )5 0 円

前期決算日から基準価額が下落した場合

分配 金1 0 0 円

*50円

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,4 5 0 円

*500円
(③ + ④ )

*500円
(③+ ④ )

*450円
(③ + ④ )

1 0 ,4 0 0 円
配当等収益
① 20円

分配金1 0 0 円

*80円

1 0 ,3 0 0 円
*420円
(③ + ④ )

前 期決算 日
*分配対象額
500円

当期決算 日
分配 前
*50円を
取崩し

前期決算日

当期決 算日
分配 後
*分配対象額
450円

*分配対象額
500円

当期決算日
分配前
*80円を
取崩し

当期決算日
分配後
*分配対象額
420円

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな
かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収 益 調 整 金 ： 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするため
に設けられた勘定です。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する
場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
普 通分配 金
元 本払戻 金
( 特別分配金)

投資者 の
購入価 額

分配金
支払後

(当初個別元本)

基準価 額

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※元本払戻金(特別分配金)は
実質的に元本の一部払戻し
とみなされ､その金額だけ個
別元本が減少します。
また､元本払戻金(特別分配
金)部分は非課税扱いとなり
ます。

元 本払戻 金
投資者 の
購入価 額
(当初個別元本)

個別元 本

( 特別分配金)

分配金
支払後
基準価 額
個別元 本

普 通 分 配 金 ：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

購入時手数料に関する留意事項
お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まな
い場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

［金額を指定して購入する場合］（購入時手数料を含む場合）

［口数を指定して購入する場合］

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の
中から購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、100万円
全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入
いただく場合、購入時手数料＝（10,000円÷1万口）×100万口×
手数料率（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお
支払いいただくことになります。
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次世代ＲＥＩＴオープン
＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）／＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
追加型投信／内外／不動産投信

ファンドの目的・特色
■ファンドの目的
日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。
■ファンドの特色
特色１ 主として日本を含む世界各国の次世代のＲＥＩＴに投資を行います。
・当ファンドにおいて次世代のＲＥＩＴとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判
断した新しい分野のＲＥＩＴを指します。
・次世代の不動産関連の株式に投資を行う場合があります。
・ＲＥＩＴ等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
特色２ ＲＥＩＴ等の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・ＲＥＩＴ等への投資にあたっては、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチ、収益性分析等のボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄選定を行
います。
特色３ 為替ヘッジの有無により、為替ヘッジあり、為替ヘッジなしが選択できます。
・為替ヘッジありは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な
一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
・為替ヘッジなしは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わず、為替相場の変動による影響を受けます。
特色４ 資産成長型は、年2回の決算時（2月・8月の各13日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
毎月決算型は、毎月の決算日（毎月13日（休業日の場合は翌営業日））の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。
＜資産成長型＞
・分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する
場合があります。）（初回決算日は、2020年8月13日です。）
＜毎月決算型＞
・原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、以下の金額の分配をめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこ
とがあります。また、決算日の前営業日から決算日まで基準価額が急激に変動した場合等には、以下の分配を行わないことがあります。

決算日の前営業日の基準価額
10,500円未満
10,500円以上11,000円未満
11,000円以上12,000円未満
12,000円以上13,000円未満
13,000円以上14,000円未満
14,000円以上15,000円未満
15,000円以上

分配金額（１万口当たり、税引前）
基準価額の水準等を勘案して決定
50円
100円
150円
200円
250円
300円

基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の
分配金額を保証するものではありません。
（初回決算日は、2020年3月13日です。また、収益の分配は、原則として第3回決算日（2020年5月13日）から行う予定です。）
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
■ファンドの仕組み
・ファミリーファンド方式により運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに
投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
＜投資対象ファンド＞
次世代ＲＥＩＴマザーファンド
・各ファンド間でのスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより換金をする場合は、換金代金の利益に対して税
金がかかります。
くわしくは販売会社にご確認ください。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

9 / 13

次世代ＲＥＩＴオープン
＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）／＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
追加型投信／内外／不動産投信

投資リスク
■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損
益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動し、また、
価格変動
株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファ ンドはその影響を受け
リス ク
組入不動産投資信託証券や組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
■為替ヘッジあり
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除でき
るものではありません。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨について は、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨
による代替ヘッジを行う場合があります。その場合、為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該通貨との為替変
為替変動
動の影響を受ける可能性があります。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨の金利より低いときには、これ
リス ク
らの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によって は、金利差相当分
以上のヘッジコストとなる場合があります。
■為替ヘッジなし
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
信用
リス ク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がな くな るこ
と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リス ク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な 価格
での取引となる可能性があります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も
少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加
設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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次世代ＲＥＩＴオープン
＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）／＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
追加型投信／内外／不動産投信

手続・手数料等
■お申込みメ モ
購入単位
購入価額

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込不可日

次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、オーストラリア証券取引所、シドニー
の銀行の休業日
※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。

申込締切時間

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

各ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な い事情があるときは、購入・換金のお申
込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、各ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に
応じて、購入のお申込みの受付を中止することがあります。

スイッチング

各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより換金をす る場合は、換金代
金の利益に対して税金がかかります。くわしくは販売会社にご確認ください。

信託期間

2030年2月13日まで（2020年2月14日設定）

繰上償還

各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げ て償還となることがありま
す。

決算日

■資産成長型
毎年2・8月の13日（休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2020年8月13日
■毎月決算型
毎月13日（休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2020年3月13日

収益分配

■資産成長型
年2回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制
する方針とします。）
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
■毎月決算型
毎月の決算時に分配を行います。（収益の分配は、原則として第3回決算日（2020年5月13日）から行う予定です。）
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償
還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）
の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を
ご覧ください。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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次世代ＲＥＩＴオープン
＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）／＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
追加型投信／内外／不動産投信

手続・手数料等
■フ ァンドの費用
お客さま が直接的に負担す る費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。
お客さま が信託財産で間接的に負担す る費用
運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、年率1.694％（税抜 年率1.540％）をかけた額
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

その他の費用・
手数料

監査法人に支払われる各ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を
海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても各ファンドが負
担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に各ファンドから支
払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各
ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等
●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を
必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断し
た情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来
の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありませ
ん。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただ
いた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/
＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034
（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：次世代ＲＥＩＴオープン
商号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

登録番号等
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

日本証券業
協会

○

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
第二種
日本
金融先物
金融商品
投資顧問業
取引業協会
取引業協会
協会

○

○

FP20-06028

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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