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ᡙь৲̮ϋٳɧѣင৲̮

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅ
ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ
ἧỳὅἛऴإ੩̓૰
ᚨܭஹỉ৲ؾể࢘ἧỳὅἛỉᢃဇཞඞ
ἙὊἑؕแଐᾉᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐ

እợụẆẐഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅẑửắग़ងụẆҽẪࣂᅇဎẲɥậộẴẇ
ஜ૰ỂỊẆ࢘ἧỳὅἛỉᚨܭஹỉ৲ؾể࢘ἧỳὅἛỉᢃဇཞඞሁỆếẟềắإԓẟẺẲộẴẇ

ᚨܭஹỉ৲ؾể࢘ἧỳὅἛỉᢃဇཞඞ
Ẕᚨܭஹỉ৲ؾẕ
z ᚨܭଐẦỤᵑஉࢸҞỆẦẬềỊẆૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐίˌɦẆૼᏍ໒ὸỉज़௨ਘٻửӖẬẆᾡᾔᾘᾣὉ
ఇࡸễỄỉἼἋἁငỊٻẨẪɦᓳẲộẲẺẇᾡᾔᾘᾣỊẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆợụẆٳЈСᨂỉࢨ᪪ửࢍẪ
ӖẬỦՠಅᚨởἭἘἽἼἐὊἚẆ᭗ᱫᎍӼẬỉἉἝỴ˰ܡửɶ࣎ỆɦᓳẲộẲẺẇ
z ᵑஉࢸҞẦỤᵒஉỆẦẬềỊẆӲޅ࢘ỆợỦᙹٻễᗡዼԧở߾᫇ỉᝠሊỆợụἼἋἁငỊӒ
ႆẲộẲẺẇᾡᾔᾘᾣỂỊἙὊἑἍὅἑὊởཋ්ᚨầٻẨẪӒႆẲộẲẺầẆᚨܭஹẦỤỊɦᓳẲộẲẺẇ
z ᾡᾔᾘᾣỉἍἁἑὊКỂỊẆܡנѮѦễỄỆợỦἁἻỸἛᩔᙲởᩓ܇ՠӕࡽίᶃἅἰὊἋὸỉفьầڤज़ẰủẺ
ἙὊἑἍὅἑὊẆᡫ̮ذẆཋ්ᚨỊႻݣႎỆᑣڤễἣἧỻὊἰὅἋểễỦɟ૾ẆՠಅᚨởἭἘἽ
ἼἐὊἚễỄỊٻẨẪɦᓳẲềấụẆᾡᾔᾘᾣ᧓ỂἣἧỻὊἰὅἋầٻẨẪီễụộẲẺẇ
Ẕ࢘ἧỳὅἛỉᢃဇཞඞẕ
z ἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣởἿἊἋἘỵἁἋ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣỊૼᏍ໒ỉࢨ᪪ầႻݣႎỆݱẰẪẆ࢘ἧỳὅἛỉɦᓳࠢỊ
৮ảỤủộẲẺẇ
z Ӓႆޅ᩿ỂỊ̖ỉἢἼἷỺὊἉἹὅί৲̖͌ؕแὸầлܤểЙૺẲẺἉἝỴ˰ܡᾡᾔᾘᾣỉᝰẟفẲởૼᙹ
ኵλửᘍẟộẲẺẇ
z ႺᡈỂỊẆ߸ỉཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣỉૼᙹኵλẆỉἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣỆấẬỦ᥄λஆễỄửᘍẟẆ
̾К᥄ỉ̖ỉἢἼἷỺὊἉἹὅửᎋॾẲẺ৲ửᘍẟộẲẺẇ
࢘ἧỳὅἛỉἰἈὊἧỳὅἛểᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỉਖ਼ᆆ
ί᧓ᾉᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐίᚨܭଐὸ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐὸ

ᵏᵏᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵎᵊᵎᵎᵎ
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ᵗᵊᵎᵎᵎ

ᵖᵊᵓᵎᵕ
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ᵕᵊᵕᵏᵎ
ἰἈὊἧỳὅἛ
ఇࡸ
ᾡᾔᾘᾣ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵔଐ

Ὁᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐᵛᵏᵎᵊᵎᵎᵎểẲềਦૠ҄

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵐᵕଐ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵏᵕଐ

ὉἰἈὊἧỳὅἛỊἧỳὅἛỉܱᨥỉᢃဇửᘍạഏɭˊᾡᾔᾘᾣἰἈὊἧỳὅἛỂẴẇἰἈὊἧỳὅἛỂỊẆ̮ᚠإᣛỊẦẦụộẶỮẇὉɥᚡỉ᧓Ểᾋငᧈ
ᾍίໝஆἪἕἊẝụὸᾉᵗᵑᵌᵖήẦỤᵗᵗᵌᵎήẆᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸᾉᵗᵖᵌᵖήẦỤᵗᵗᵌᵕήẆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸᾉᵗᵑᵌᵖήẦỤᵗᵖᵌᵗήẆ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸᾉᵗᵖᵌᵖήẦỤᵗᵗᵌᵓήỉӲἧỳὅἛỉኝငዮ᫇ỆݣẴỦлӳỂἰἈὊἧỳὅἛửኵỚλủềẟộẴẇὉᾡᾔᾘᾣὉఇࡸ
ỊẆἰἈὊἧỳὅἛỉؕแ̖᫇ỉምЈؕแଐỆࣖݣẴỦྵ᧓עỆؕỀẨᚡ᠍ẲềấụộẴẇὉᾡᾔᾘᾣὉఇࡸỊਦૠίᣐ࢘ᡂὸử̅ဇẲềấụẆἧỳὅἛ
ỉᢃဇܱጚửᅆẴờỉỂỊẝụộẶỮẇਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắӋༀẪẻẰẟẇễấẆਦૠỊἛἽἫὊἋỉਦૠử̅ဇẲề
ấụɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮ầό੭ምẲềẟộẴẇὉɥᚡỉਦૠỊἧỳὅἛởἰἈὊἧỳὅἛỉἫὅἓἰὊἁỂỊẝụộẶỮẇộẺẆɥᚡỉਦૠỊᾡᾔᾘᾣὉఇ
ࡸỉ͌ѣẨửᛟଢẴỦẺỜỆᘙᅆẲềẟộẴẇ
ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
Ὁஜ૰ỊഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅỉᢃဇཞඞử৲ܼỉỚễẰộỆắኰʼẴỦẺỜỆ˺ẲẺờỉỂẴẇẮỉẺỜẆἧỳὅἛỉՠԼࣱẆἼἋἁẆấဎᡂỚἳἴễỄỆ
ếẟềỊ৲̮ᚠᛟଢίʩ˄ႸᛯᙸὸửắᄩᛐẟẺẻẪ࣏ᙲầẝụộẴẇὉഏɭˊᾡᾔᾘᾣểẲềẐἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲẑẆẐἿἊἋἘỵἁἋ᧙ᡲẑẆẐἝἷὊἋἑỶἽ
᧙ᡲẑỉᵑếỉЎỆදႸẲềấụộẴầẆݩஹ٭ẴỦئӳầẝụộẴẇὉ࢘ἧỳὅἛỊɭမӲỉᾡᾔᾘᾣỆ৲ẲộẴầẆஜ૰ỂỊᵮᵏᵋᵓỆấẟềཎỆૺụ
ỉễẟᨂụỊẆᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉໜỂ࢘ἧỳὅἛỉஇờኵλൔྙỉ᭗ẟỂỉཞඞửᅆẲẆộẺᾡᾔᾘᾣỉἙὊἑửဇẟềẟộẴẇὉἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊ
ἌίἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌὉỿἵἦἑἽὉἰἊἳὅἚὉỶὅἁὸỉἅἳὅἚửؕỆ˺ẲềẟộẴẇ
ṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
ộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ᵐᵎᵐᵎ࠰ИஹỉᾡᾔᾘᾣࠊئểૼᏍ໒ỉࢨ᪪
z ἘἁἠἿἊὊ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣỊẆἙὊἑἍὅἑὊẆᡫ̮ذểờ࠰ИஹἩἻἋểễẾềấụẆᾡᾔᾘᾣࠊئửཏࡽẲềẟộẴẇ
ᇹᵓɭˊᆆѣᡫ̮ἉἋἘἲίᵓᾖὸỉՠဇ҄ỆợỦᡫ̮ᩔᙲỉ᭗ộụỆьảẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆˤạ
ᶃἅἰὊἋỉفьởܡנѮѦẆܖܡנ፼ễỄỆợỦἁἻỸἛᩔᙲỉفьầẆ࢘ἍἁἑὊửࢸẲẲềẟộẴẇ
z ἿἊἋἘỵἁἋ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣỊẆૼᏍ໒ỉज़௨ਘٻỆợỦኺฎͣ๛ỉࢨ᪪ửӖẬỦờỉỉẆᶃἅἰὊἋỉفьỆ
ợụᆙྙẆ૰ểờ᭗൦แửዜਤẴỦểᙸỤủềấụẆႻݣႎỆɦᓳࠢỊ৮СẰủềẟộẴẇ
z ἝἷὊἋἑỶἽ᧙ᡲᾡᾔᾘᾣỊẆҥ៲ɭ࠘Ẇܼଈɭ࠘ӼẬỉቇତ˰ܡởৎ˰ܡỉɦᓳࠢỊႻݣႎỆ৮ả
ỤủẺɟ૾Ẇज़௨ỆợỦၐ҄ἼἋἁሁầႻݣႎỆ᭗ẟ᭗ᱫᎍӼẬỉἉἝỴ˰ܡỊ૰ởᆙྙỉ˯ɦầ
ভࣞẰủẆٻẨẪɦᓳẲộẲẺẇ
z Ẹỉ˂ẆٳЈСᨂỉࢨ᪪ửࢍẪӖẬỦՠಅᚨởἭἘἽἼἐὊἚỊẆ࠰ИஹỂٻẨẪɦᓳẲộẲẺẇ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ИஹỉᾡᾔᾘᾣỉἍἁἑὊКᬸᓳྙ
ᵆήᵇ
ᵒᵎ
ᵐᵎ

ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵐஉᵑᵏଐ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐᵇ

ᵏᵕᵌᵕ
ᵖᵌᵖ

ᵎ
ᵋᵑᵌᵐ

ᵋᵐᵎ
ᵋᵒᵎ

ᵋᵏᵔᵌᵔ

ᵋᵏᵗᵌᵓ

ᵋᵒᵏᵌᵐ

ᵋᵒᵓᵌᵖ
⑊

␅⏰␕␔⏨␢⏲
⑊

ՠಅᚨ
⑊

⏔⏿⏍⏣
⑊

ᙐӳᚨ
⑊

ἝἷὊἋἑỶἽ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ᨼӳ˰ܡ
⑊

ৎ˰ܡ
⑊

ἿἊἋἘỵἁἋ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ቇତ˰ܡ
⑊

⏡⏵⏌˰ܡ
⑊

̽ࡉ⑊

ཋ්ᚨ
⑊

ᡫ̮⑊ذ

ἘἁἠἿἊὊ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ᵋᵏᵔᵌᵕ

ᵋᵐᵐᵌᵔ
ᵋᵑᵏᵌᵐ

ᵋᵑᵎᵌᵒ
⏱␢⏩⏥␝⏩␢
⑊

ᵋᵔᵎ

ᵋᵏᵏᵌᵖ

ᵋᵏᵒᵌᵏ

ˡወႎᾡᾔᾘᾣ
ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

TOPIC ᩔᙲầьᡮẴỦἙὊἑἍὅἑὊ
9
9
9

ૼᏍ໒ỉज़௨ਘ᧸ٻഥỆӼẬẆἙἊἑἽ҄ồỉἉἧἚầ࣯ьᡮ
ܱᨥỆἙὊἑᡫ̮ỉ࣯فầᄩᛐẰủẆࣖݣỆᡐỤủềẟỦ
ἙὊἑἇὊἥἋỉỶὅἧἻểẲềૅảỦἙὊἑἍὅἑὊỉᩔᙲầộẴộẴ᭗ộỦ

z ಮẉễỴἩἼỉМဇᎍ࣯فỆˤẟẆẮủỤỉỴἩἼử
ૅảỦἙὊἑἍὅἑὊồỉᩔᙲờ᭗ộỦểʖेẰủộẴẇ
z ᵐᵎᵐᵎ ࠰ ᵑ உ Ẇ ἰ Ỷ ἁ Ἷ Ἇ ἧ Ἒ Ị Ꮀ  ئӼ Ậ ң ಅ Ỵ Ἡ Ἴ
ẐᾣᾴᾰᾼῂẑỉᵏଐẝẺụМဇᎍૠầᵑᵊᵐᵎᵎɢʴẦỤ
ᵕଐ᧓ỂᵏᵊᵐᵎᵎɢʴفьẲᵒᵊᵒᵎᵎɢʴỆᢋẲẺểႆᘙ
ẲộẲẺẇ

ɭမỉ
ἙὊἑᡫ̮

ଐஜỉ
ἙὊἑᡫ̮

ኖ2̿ό

ኖ1.5̿ό

z ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉẆѣဒỂ˟ᜭễỄửᘍảỦỴἩἼẐᾩιιᾼẑỊẆ
ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵐஉỆኖᵏᵊᵎᵎᵎɢʴẻẾẺᵏଐẝẺụ˟ᜭ
ӋьᎍૠίࡨỔૠὸầᵑΕʴửᆳᄊẲộẲẺẇ
όɭမỉἙὊἑᡫ̮ᾉᵐᵎᵏᵗ࠰ᵑஉểᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉỂൔ᠋ẲẺờỉ
ଐஜỉἙὊἑᡫ̮ᾉᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌẐᾞᾒᾝẑỉἚἻἧỵἕἁ
ዮίᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵐᵓଐᡵểᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵐᵕଐᡵẆଐଷ᧓࠘ὸử
ൔ᠋ẲẺờỉ

ίЈὸỴỽἰỶὉἘἁἠἿἊὊἌẆᾝᾣᾣἅἱἷἝἃὊἉἹὅἌẆӲᅈᾗᾟሁửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲɥᚡỊἛἽἫὊἋẆᣐ࢘ᡂỚỉਦૠử̅ဇẲềấụộẴẇਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỉЎỊẔᾡᾔᾘᾣỉЎ
ؕแỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇ ṲɥᚡỊἙὊἑἍὅἑὊỉᩔᙲửьᡮẰẶỦ˖ಅ̊ửኰʼẲẺờỉỂẴẇẲẺầẾềẆ̾К᥄ỉਖ਼ڜửႸႎểẴỦờỉỂỊễ
ẪẆ࢘ἧỳὅἛỆấẟềɥᚡ᥄ửኵỚλủỦẮểử̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئ
ؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ᾡᾔᾘᾣỉᧈʖे
z ૼᏍ໒ỉज़௨ਘ᧸ٻഥỉࢨ᪪ửӖẬẆᾡᾔᾘᾣỉӲἍἁἑὊờᧈྙỉɦਰủầʖेẰủộẴầẆɟ૾
ỂỼὅἻỶὅ҄ỉᡶޒỆợụᧈầьᡮẴỦểᙸᡂộ ủỦἙὊ ἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣễỄẆഏɭˊᾡᾔᾘᾣỊ
ႻݣႎỆ᭗ẟᧈྙửዜਤẴỦểࢳẰủộẴẇ
ʻࢸᵐ࠰᧓ỉἍἁἑὊКʖेỿἵἕἉἷἧἿὊᧈྙᵆ࠰ྙᵇ
ίᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐໜὸ

ᵓᵌᵕᴾ

ᵓᵌᵕᴾ
ᵏᵌᵐᴾ

ᵏᵌᵔᴾ

ᵕᵌᵏᴾ

ᵓᵌᵒᴾ

ᵏᵌᵗᴾ

ᵏᵌᵔᴾ

ᵑᵌᵒᴾ

ᵎᵌᵗᴾ

ᵋᵒᵌᵏᴾ

ᵋᵐᵑᵌᵐ

⑊

␅⏰␕␔⏨␢⏲
⑊

ՠಅᚨ
⑊

⏔⏿⏍⏣
⑊

ᙐӳᚨ
⑊

ἝἷὊἋἑỶἽ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ᨼӳ˰ܡ
⑊

ৎ˰ܡ
⑊

ἿἊἋἘỵἁἋ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ቇତ˰ܡ
⑊

⏡⏵⏌˰ܡ
⑊

̽ࡉ⑊

ἘἁἠἿἊὊ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ཋ්ᚨ
⑊

ᡫ̮ذ
⑊

⏱␢⏩⏥␝⏩␢
⑊

ίήὸ
ᵐᵎ
ᵏᵓ
ᵏᵎᵌᵕᴾ
ᵏᵎ
ᵓ
ᵎ
ᵋᵓ
ᵋᵏᵎ
ᵋᵏᵓ
ᵋᵐᵎ
ᵋᵐᵓ

ˡወႎᾡᾔᾘᾣ
ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ᾡᾔᾘᾣỉᝠѦͤμࣱ
z ᵐᵎᵎᵖ࠰ỉἼὊἰὅἉἹἕἁˌᨀẆᾡᾔᾘᾣỊዒዓႎỆᝠѦ˳ឋỉોծỆӕụኵỮỂẨềấụẆʻׅỉૼ
Ꮝ໒ỉज़௨ਘٻỉࢨ᪪ỆợẾề̮ဇἼἋἁầ᭗ộỦӧᏡࣱỊݲễẟểᎋảềẟộẴẇ
z ộẺẆഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉͺൔྙỊˡወႎᾡᾔᾘᾣỉͺൔྙợụấấớỈ˯ẪễẾềấụẆႻݣႎỆ᭗ẟᝠѦ
ͤμࣱửஊẲềẟỦểᎋảềẟộẴẇ
ᾡᾔᾘᾣỉͺൔྙሁỉਖ਼ᆆ

ᾡᾔᾘᾣỉἍἁἑὊКͺൔྙ

ί᧓ᾉᵐᵎᵎᵎ࠰ᵏᾠ῍ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵒᾠὸ

ᵖᵎᵃ
ᵕᵎᵃ

ͺൔྙί᠆ὸ
ỶὅἑἾἋἚὉỽἢἾἕἊὉἾἉỼίӫ᠆ὸ

ί̿ὸ
ᵔᵌᵎ

ᵓᵌᵏ̿

ᵓᵌᵎ

␅⏰␕␔⏨␢⏲⑊

ίЈὸӲᆔإᢊẆᾝᾐᾡᾔᾘᾣẆᾢὶᾟỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ՠಅᚨ⑊

ḤỶὅἑἾἋἚὉỽἢἾἕἊὉἾἉỼỊẆᾔᾑᾘᾣᾓᾐίМὉᆋὉΝҲЭМႩὸử
ᗡᝲဇỂлẾẺờỉỂẴẇൔྙầ᭗ẟỖỄẆМửਃẲẺࢸỉ˷ᘽầ
ẝỦẮểửਦẲộẴẇ

⏔⏿⏍⏣⑊

ᵐᵎᵃ
ᵎᵌᵎ
ᵎᵎ࠰ᵏᵯ ᵎᵒ࠰ᵏᵯ ᵎᵖ࠰ᵏᵯ ᵏᵐ࠰ᵏᵯ ᵏᵔ࠰ᵏᵯ ᵏᵗ࠰ᵒᵯ

ᙐӳᚨ⑊

ᵑᵏᵌᵒᵃ

ᨼӳ˰⑊ܡ

ᵏᵌᵎ

ৎ˰⑊ܡ

ᵑᵎᵃ

ˡወႎᾡᾔᾘᾣ

ቇତ˰⑊ܡ

ᵐᵌᵎ

⏡⏵⏌˰⑊ܡ

ᵒᵎᵃ

̽ࡉ⑊

ᵑᵌᵎ

ཋ්ᚨ⑊

ᵓᵎᵃ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣ

ᡫ̮⑊ذ

ᵒᵌᵎ

ίᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉໜὸ

⏱␢⏩⏥␝⏩␢⑊

ᵔᵎᵃ

ᵆήᵇ
ᵏᵎᵎ
ᵖᵎ
ᵔᵎ
ᵒᵎ
ᵐᵎ
ᵎ

ίЈὸᾝᾐᾡᾔᾘᾣỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ṲਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỉЎỊẔᾡᾔᾘᾣỉЎؕแỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞ
ộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ʻࢸỉࠊඞᙸᡫẲể࢘ἧỳὅἛỉᢃဇ૾ᤆ
ẔʻࢸỉࠊඞᙸᡫẲẕ
z ửỊẳỜٶẪỉỂỊẆᨠᩉਜ਼ፗởɟᢿಅᆔửᨊẪփಅСᨂễỄૼᏍ໒ỉज़௨ਘ᧸ٻഥồỉݣሊử
ᜒẳềẟộẴẇẮủỤỊɟႎỆỊኺฎỆἰỶἜἋỉࢨ᪪ửɨảộẴầẆӲޅ࢘ỆợỦᙹٻễᝠሊὉ
ᗡዼԧỆьảẆૼᏍ໒ӓளỆˤạኺฎѣỉദࠝ҄ỆợụẆኺฎỊɟႎễᓳᡂỚẦỤࣄׅẴỦểᎋả
ềẟộẴẇ
z ộẺẆ৲ݣᝋểễỦഏɭˊᾡᾔᾘᾣỊẆɧᡢଢễؾỆấẟềờẆᧈႎὉನᡯႎễἳỾἚἾὅἛỉऍऔỆợụ
ჺႎễࠊ٭ئѣỆൔ᠋ႎӫẰủỆẪẟࣱឋửਤếểᎋảềẟỦẮểẦỤẆɶᧈႎỆỊᑣڤễᙸᡫẲử
ਤẾềẟộẴẇ
Ẕ࢘ἧỳὅἛỉᢃဇ૾ᤆẕ
z ឱɦỉؾỆấẟềỊẆܡנѮѦởܖܡנ፼ỉفьễỄỆˤạἁἻỸἛᩔᙲỉ᭗ộụẦỤἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣ
ửᢠڤẴỦỖẦẆᶃἅἰὊἋỉᩔᙲفьỉऍऔửӖẬỦཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣẆộẺẆࣛᢘễᐯܡؾồỉἝὊἌỉ
᭗ộụẦỤৎ˰ܡᾡᾔᾘᾣỆݣẲềཎỆᑣڤễᙸᡫẲửਤẾềẟộẴẇ
z ࢘ἧỳὅἛầბႸẴỦἳỾἚἾὅἛỉऍऔửӖẬẆᧈႎỆᑣڤễἣἧỻὊἰὅἋầࢳỂẨỦ᥄ẆộẺ᭽щ
ႎễ̖ỉἢἼἷỺὊἉἹὅửਤế᥄ửɶ࣎ỆẆ৲ửᘍạ૾ᤆỂẴẇ
Ὁࠊඞỉ٭ѣሁỆợụẆɥᚡỉᢃဇ૾ᤆᡫụỉᢃဇầᘍảễẟئӳầẝụộẴẇ

ίắӋᎋὸỉൢἇỶἁἽểᾡᾔᾘᾣỉἣἧỻὊἰὅἋ
z ᵏᵗᵗᵏ࠰ẦỤᵐᵎᵏᵖ࠰ỉൢἇỶἁἽỆấẬỦࣄׅὉถᡮὉɧඞỆấẟềẆᾡᾔᾘᾣỊఇࡸửɥׅ
ỦἣἧỻὊἰὅἋểễụộẲẺẇ
z ዒዓႎễ૰ӓλỆؕỀẪᾡᾔᾘᾣỉ᭽щႎễᣐ࢘ỊẆถᡮỆấẬỦኺฎཞඞỉɧᡢଢज़ửԧỤậỦዼᘔ
ểẲềೞᏡẲẆộẺൢࢸᡚޅ᩿ỂỊᗡሊửӖẬẺ˯МؾỉờểẆᾡᾔᾘᾣỊМׅụငểẲềờᢠڤẰ
ủởẴẟẮểầᙲ׆ểᎋảỤủộẴẇ
ൢἇỶἁἽỉӲޅ᩿ỆấẬỦᾡᾔᾘᾣểఇࡸỉ࠰ྙ੭ምἼἑὊὅ
ί᧓ᾉᵏᵗᵗᵏ࠰῍ᵐᵎᵏᵖ࠰ὸ

ίήὸ
ᵑᵎ
ᵐᵐᵌᵖ
ᵐᵎ

ᵏᵓᵌᵔ

ᾡᾔᾘᾣ

ᵏᵏᵌᵑ
ᵏᵎ

ఇࡸ

ᵕᵌᵏ

ᵏᵎᵌᵔ

ᵎ

ᵋᵎᵌᵐ

ᵋᵏᵎ

ᵋᵗᵌᵔ

ᵋᵐᵎ

ᵋᵏᵕᵌᵕ

ൢἇỶἁἽỉỶἳὊἊ

ᵋᵑᵎ
ࣄׅ

ڤඞ

ถᡮ

ɧඞ

ᾡᾔᾘᾣỊᾕᾣᾢᾔ ᾝᾐᾡᾔᾘᾣ ᾔ῀ῄᾸῃῈ ᾘ᾽ᾳᾴῇᵆἛἽἫὊἋẆᣐ࢘ᡂỚᵇẆఇࡸỊᾢὶᾟᵓᵎᵎఇ̖ਦૠᵆἛἽἫὊἋẆᣐ࢘ᡂỚᵇử̅ဇẲềấụẆ᧓
ắểỆᨼᚘẲẺஉഏἼἑὊὅỉ࠰ྙ੭ም͌ỉרỂẴẇൢἇỶἁἽỊỽὅἧỳἾὅἋὉἮὊἛൢɟᐲਦૠᵆᾒᾑᾒᾘᵇỉɼᙲἚἾὅἛỆؕỀẨẆἅὊἪὅὶἋἘỵ
ỴὊἌầЙૺẲềẟộẴẇࣄׅᵋᾒᾑᾒᾘầьᡮᵆᵑᵑᵔỽஉỉạẼᵏᵎᵒỽஉᾉᵏᵗᵗᵏ࠰ᵑஉ̽ᵏᵗᵗᵒ࠰ᵏᵐஉẆᵐᵎᵎᵏ࠰ᵏᵏஉ̽ᵐᵎᵎᵒ࠰ᵏᵐஉẆᵐᵎᵎᵗ࠰ᵔஉ̽ᵐᵎᵏᵏ࠰ᵏ
உᵇẆڤඞᵋᾒᾑᾒᾘầ್ịẟᵆᵑᵑᵔỽஉỉạẼᵏᵖᵎỽஉᾉᵏᵗᵗᵓ࠰ᵏஉ̽ᵐᵎᵎᵎ࠰ᵒஉẆᵐᵎᵎᵓ࠰ᵏஉ̽ᵐᵎᵎᵔ࠰ᵗஉẆᵐᵎᵏᵏ࠰ᵐஉ̽ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵐஉᵇẆถᡮᵋᾒᾑᾒᾘầ
ถᡮᵆᵑᵑᵔỽஉỉạẼᵐᵒỽஉᾉᵐᵎᵎᵎ࠰ᵓஉ̽ᵐᵎᵎᵏ࠰ᵐஉẆᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵎஉ̽ᵐᵎᵎᵕ࠰ᵏᵏஉᵇỂẴẇɧඞỊᾝᾑᾔᾡᵆμኺฎᄂᆮᵇầإԓẲẺᵆᵑᵑᵔỽஉỉ
ạẼᵐᵖỽஉᾉᵏᵗᵗᵏ࠰ᵏஉ̽ᵏᵗᵗᵏ࠰ᵐஉẆᵐᵎᵎᵏ࠰ᵑஉ̽ᵐᵎᵎᵏ࠰ᵏᵎஉẆᵐᵎᵎᵕ࠰ᵏᵐஉ̽ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵓஉᵇỂẴẇЎௌỊᵏᵗᵗᵏ࠰ˌᨀỆໜử࢘ềềẟộẴẇ
ίЈὸἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌỉ૰ửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲൢἇỶἁἽỊỶἳὊἊỂẝụẆ࣏ẵẲờɥᚡỉợạỆਖ਼ᆆẴỦểỊᨂụộẶỮẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉ
ࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ίắӋᎋὸᾡᾔᾘᾣࠊئỉ৲ؾ
z ɦᚡỉἂἻἧίɥെὸỊẆᾡᾔᾘᾣỉᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍ
ἙỵἋỽỸὅἚྙỉਖ਼ᆆửᘙẲẺἂἻἧỂẴẇᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉ
 ໜ Ể Ị Ẇ ᵐᵎᵏᵗ ࠰ ᵏᵐ உ  ể ൔ Ổ Ủ ể  ٻẨ Ẫ ˯ ɦ Ẳ ề
ᵋᵏᵎᵌᵖήểễẾềẟộẴẇ

ᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍἙỵἋỽỸὅἚྙểỊᾎ

z ɦᚡỉἂἻἧίɦെὸỊẆᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘Мׅụể
ᵏᵎ࠰ͺỉМׅụሁỉਖ਼ᆆửᘙẲẺἂἻἧỂẴẇૼ
Ꮝ໒ỉज़௨ਘٻỉࢨ᪪ửӖẬ৲ܼỉἼἋἁׅᢤۋѬầ
᭗ộẾẺẮểễỄửᏑỆẆᾡᾔᾘᾣ̖ầɦᓳẲẺẮểẦỤ
ᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘МׅụỊɥଞͼӼểễụẆᵏᵎ࠰ͺ
ỉМׅụ˯ɦỉࢨ᪪ờьỪụẆМׅụࠀỊਘٻẲộẲẺẇ

ᚘምẰủẺ͌ầٻẨẟỖỄл᭗ࡇӳẟầٻẨ
ẟẮểửᅆẲẆݱẰẟỖỄлࡇܤӳẟầٻẨẟ
ẮểửᅆẲộẴẇ

ᾡᾔᾘᾣ̖ỉл᭗ὉлܤửᙸỦਦỉɟếỂẆ
ᾡᾔᾘᾣỉࠊ̖ئᶤᾡᾔᾘᾣầ̬ஊẴỦɧѣင
ử̖ᚸ̖ẲềምЈẲẺᾡᾔᾘᾣỉᵏӝ࢘Ẻụ
ኝင̖͌ᵋᵏểẲềᚘምẰủộẴẇ

ᾡᾔᾘᾣỉᾝᾐᾥἩἾἱỴἲᵍἙỵἋỽỸὅἚྙỉਖ਼ᆆ
ᵆήᵇ
ᵒᵎ

ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵇ

л᭗

ᵐᵎ
ᵐᵎᵏᵗ࠰ᵏᵐஉ

ᵓᵌᵗή

ᵎ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉ

ᵋᵐᵎ

ᵋᵏᵎᵌᵖή

ᵋᵒᵎ
ᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉ

лܤ
ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵏᵐஉ

ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵏᵐஉ

ᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏᵐஉ

ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵐஉ

ίЈὸἅὊἪὅὶἋἘỵỴὊἌ֭ಃፍửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺

ᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘Мׅụểᵏᵎ࠰ͺỉМׅụሁỉਖ਼ᆆ
ᵆήᵇ
ᵏᵒ

ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ῍ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐᵇ

ᵏᵐ

МׅụࠀίṞὼṟὸ
ᾡᾔᾘᾣỉᣐ࢘МׅụίṞὸ

ᵏᵎ

ᵏᵎ࠰ͺỉМׅụίṟὸ

ᵖ
ᵔ

ᵒᵌᵒ

ᵒ

ᵑᵌᵕᴾ

ᵐ

ᵎᵌᵔ

ᵎ
ᵋᵐ
ᵐᵎᵎᵔ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵐஉᵐᵗଐ

ίЈὸᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶỉἙὊἑửؕỆɤᓛᾤᾕᾙᨥ৲̮˺
ṲਦૠỆếẟềỊẔஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕửắᚁẪẻẰẟẇṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئ
ؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ

ḤẐஜ૰Ệ᧙ẴỦắදॖʙሁẑỉϋܾử࣏ẵắᄩᛐẪẻẰẟẇ

5 / 13

Fund Report

ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ؕแ̖᫇ỉਖ਼ᆆ
ίόὸ

ᵆ᧓ᾉᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐίᚨܭଐὸ῍ ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐᵇ

ᵏᵏᵊᵎᵎᵎ
ᵏᵎᵊᵎᵎᵎ
ᵗᵊᵎᵎᵎ
ᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵕᵊᵎᵎᵎ

ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ
ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ

ᵔᵊᵎᵎᵎ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵐஉᵏᵒଐ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵑஉᵏᵒଐ

ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵏᵒଐ
ίᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎଐໜὸ

ἧỳὅἛӸ

ؕแ̖᫇

ኝငዮ᫇

ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ

ᵗᵊᵎᵑᵎό

ᵏᵓᵌᵐᵓΕό

ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ

ᵖᵊᵗᵐᵑό

ᵔᵔᵌᵗᵎΕό

ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ

ᵖᵊᵗᵗᵐό

ᵕᵌᵖᵔΕό

ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ

ᵖᵊᵖᵗᵖό

ᵐᵔᵌᵕᵔΕό

Ὁؕแ̖᫇ίᵏɢӝ࢘ẺụὸỊẆᢃဇሥྸᝲဇί̮ᚠإᣛὸᨊࢸỉ͌ỂẴẇὉ̮ᚠإᣛྙỊẆࢸᚡỉẐἧỳὅἛỉᝲဇẑỆᚡ᠍ẲềẟộẴẇὉᘙᅆ᧓Ệấẟề
ЎᣐỉấૅẟỊẝụộẶỮỂẲẺẇ
ṲɥᚡỊẆᢅӊỉܱጚὉཞඞộẺỊ˺ໜỂỉᙸᡫẲὉЎௌỂẝụẆݩஹỉࠊئؾỉ٭ѣởᢃဇཞඞὉௐửᅆՐὉ̬ᚰẴỦờỉỂỊẝụộẶỮẇ
ộẺẆᆋὉૠ૰ሁửᎋॾẲềấụộẶỮẇ
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ἧỳὅἛἾἯὊἚ

ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸ ᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸ
ᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆ

ẔἧỳὅἛỉӸᆅỆếẟềẕ
ἧỳὅἛỉӸᆅỆếẟềẆദࡸӸᆅỂỊễẪɦᚡỉဦᆅộẺỊዮᆅỂᚡ᠍ẴỦئӳầẝụộẴẇễấẆӲἧỳὅἛửዮᆅẲềẐഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅẑểẟạئӳ
ầẝụộẴẇ
ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸửᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊẝụὸẆငᧈẆໝஆἪἕἊẝụ
ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸửᾋငᧈᾍίໝஆἪἕἊễẲὸẆငᧈẆໝஆἪἕἊễẲ
ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸʖेЎᣐ੩ᅆửᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊẝụὸẆஉൿምẆໝஆἪἕἊẝụ
ഏɭˊᾡᾔᾘᾣỼὊἩὅᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸʖेЎᣐ੩ᅆửᾋஉൿምᾍίໝஆἪἕἊễẲὸẆஉൿምẆໝஆἪἕἊễẲ

Ẕஜ૰Ể̅ဇẲềẟỦਦૠỆếẟềẕ
Ὁᾡᾔᾘᾣίᾕᾣᾢᾔ ᾝᾐᾡᾔᾘᾣ ᾐΆΆ ᾔ῀ῄᾸῃῈ ᾡᾔᾘᾣῂ ᾘ᾽ᾳᾴῇὸᾉ
ᾕᾣᾢᾔ ᾝᾐᾡᾔᾘᾣ ᾐΆΆ ᾔ῀ῄᾸῃῈ ᾡᾔᾘᾣῂ ᾘ᾽ᾳᾴῇểỊẆἼὊἚỉ͌ѣẨửᘙẴਦૠỂẴẇᾕᾣᾢᾔpỊẆᾛι᾽ᾳι᾽ ᾢῃιᾲᾺ ᾔῇᾲᾷᾰ᾽ᾶᾴ ᾖ῁ιῄ᾿ỉ˟ᅈầஊẴỦ
ՠỂẝụẆἻỶἍὅἋڎኖỆؕỀẨẆᾕᾣᾢᾔ ᾘ᾽ῃᾴ῁᾽ᾰῃᾸι᾽ᾰΆ ᾛᾸᾼᾸῃᾴᾳίˌɦẐᾕᾣᾢᾔẑὸầ̅ဇẲộẴẇᾝᾐᾡᾔᾘᾣpỊᾝᾰῃᾸι᾽ᾰΆ ᾐῂῂιᾲᾸᾰῃᾸι᾽ ι ᾡᾴᾰΆ ᾔῂῃᾰῃᾴ
ᾘ᾽ᾴῂῃᾼᾴ᾽ῃ ᾣ῁ῄῂῃῂίˌɦẐᾝᾐᾡᾔᾘᾣẑὸầஊẴỦՠỂẴẇ࢘ᛆਦૠỊẆᾕᾣᾢᾔầምЈửᘍẟộẴẇᾕᾣᾢᾔểᾝᾐᾡᾔᾘᾣỉẟẵủờஜՠԼỉἋἯὅἇὊẆ
̬ᚰẆᝤ٥̟ᡶửᘍẾềấỤẵẆẰỤỆẟẦễỦ࢟ỆấẟềờஜՠԼỆ᧙ỪẾềấỤẵẆɟЏỉᝧѦửạờỉỂỊẝụộẶỮẇỶὅἙἕἁἋỉ̖ấợỎನ
ἼἋἚỆấẬỦμềỉჷႎஊೌỊᾕᾣᾢᾔểᾝᾐᾡᾔᾘᾣỆ࠙ޓẲộẴẇ
Ὁఇࡸίᾢὶᾟᾄఇ̖ਦૠὸᾉ
ᾢὶᾟᾄఇ̖ਦૠểỊẆᵱᵄᵮἒỸὉἊἹὊὅἌὉỶὅἙἕἁἋᾛᾛᾒầπᘙẲềẟỦఇ̖ਦૠỂẆỉˊᘙႎễఇ̖ਦૠỉᵏếỂẴẇࠊᙹئẆ්ѣࣱẆ
ಅᆔሁửѥకẲềᢠịủẺἝἷὊἺὊἁᚰУӕࡽሁỆɥئấợỎႇẰủềẟỦᵓᵎᵎ᥄ử̖ዮ᫇ỂьרẲਦૠ҄ẲẺờỉỂẴẇ

ẔᾡᾔᾘᾣỉЎؕแỆếẟềẕ
Ў

ἇἨỶὅἙἕἁἋ

ἘἁἠἿἊὊ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ἙὊἑἍὅἑὊᾡᾔᾘᾣ

ἙὊἑἍὅἑὊ

ᡫ̮ذᾡᾔᾘᾣ

ỶὅἧἻ

ἿἊἋἘỵἁἋ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ཋ්ᚨᾡᾔᾘᾣ

ငಅᚨ

̽ࡉᾡᾔᾘᾣ

ἍἽἧἋἚἾὊἊ

ἉἝỴ˰ܡᾡᾔᾘᾣ

ἪἽἋἃỴ

ቇତ˰ܡᾡᾔᾘᾣ

ቇତ˰ܡ

ৎ˰ܡᾡᾔᾘᾣ

ৎ˰ܡ

ἝἷὊἋἑỶἽ
᧙ᡲᾡᾔᾘᾣ

ˡወႎᾡᾔᾘᾣ

ᨼӳ˰ܡᾡᾔᾘᾣ

ᨼӳ˰ܡ

ᙐӳᚨᾡᾔᾘᾣ

ᙐӳᚨ

ỼἧỵἋᾡᾔᾘᾣ

ỼἧỵἋ

ՠಅᚨᾡᾔᾘᾣ

ՠಅᚨ

ἭἘἽἼἐὊἚᾡᾔᾘᾣ

ἭἘἽἼἐὊἚ
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Ὁஜ૰ỆấẬỦӲᆔЎؕแỊẆᚡửؕỆẲềẟộẴẇὉʖे
ỿἵἕἉἷἧἿὊᧈྙỊẆᾕᾣᾢᾔ ᾝᾐᾡᾔᾘᾣ ᾐΆΆ ᾔ῀ῄᾸῃῈ ᾡᾔᾘᾣῂ ᾘ᾽ᾳ
ᾴῇỉӲನ᥄ỉ˟ᚘ࠰ࡇắểỆምЈẲẺờỉửẆ̖ዮ᫇ь
רẲẺờỉỂẴẇễấẆӕࢽỂẨễẟ᥄ỊᨊẟềẟộẴẇʖेỿἵἕ
ἉἷἧἿὊᧈྙỊᾕᾕᾞᵆᾕῄ᾽ᾳῂ ᾕ῁ιᾼ ᾞ᾿ᾴ῁ᾰῃᾸι᾽ᵇử̅ဇẲềấụẆ
ᵐᵎᵐᵎ࠰ᵓஉᵕଐໜỉᾑΆιιᾼᾱᾴ῁ᾶʖे͌ử̅ဇẲềẟộẴẇὉᾕᾕᾞ
ỊẆ࢘ኝМႩỆถ̖ΝҲᝲễỄỉྵỉૅЈửˤỪễẟᝲဇểɧ
ѣငỉ٥ҲႩễỄỉዒዓႎỆႆဃẴỦờỉỂỊễẟႩửឱẲẲ
ẺਦỂẴẇɟᑍႎỆἼὊἚỉỿἵἕἉἷἧἿὊоЈщửᚸ̖ẴỦᨥễ
ỄỆဇẟỤủộẴẇὉἣἧỻὊἰὅἋỊẆἇἨỶὅἙἕἁἋửӲЎắể
Ệ̖ዮ᫇ьרẲềẟộẴẇễấẆഏɭˊᾡᾔᾘᾣỉɟᢿỉ᧓Ệ
ấẟềỊ̖ዮ᫇ầӕࢽỂẨễẟẺỜ̲ദ͌ử̅ဇẲềẟộẴẇὉЎ
ỊἅὊἪὅᵄἋἘỵỴὊἌỉܭ፯ỆؕỀẟềẟộẴẇᵐᵎᵐᵎ࠰ᵒஉᵑᵎ
ଐྵנẆഏɭˊᾡᾔᾘᾣểẲềᚡỉᵑếỉЎỆදႸẲềấụộẴầẆ
ݩஹ٭ẴỦئӳầẝụộẴẇễấẆഏɭˊỉᾡᾔᾘᾣểẲềЎẰủẺ
ờỉˌٳỆấẟềờẆഏɭˊᾡᾔᾘᾣ᥄Ệᛆ࢘ẴỦئӳầẝụộẴẇ

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。
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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

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
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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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＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）／＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
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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

○

○

FP20-06090

・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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○

