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（写真）Factor de Poder “「Gedeón オペレーション」契約書の関係者サイン箇所” 

 

 

２０２０年５月６日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 国際プレスに記者会見 

～米政府の関与主張、国際司法裁判所に提訴～」 

「米国 ジェームス氏をベネ特命全権大使に任命」 

～直接の関与を否定、人質解放に善処～」 

経 済                     

「マドゥロ政権 統制価格を値上げ、１品目追加」 

「PDVSA 合弁会社の代表更新を開始」 

「ドル建てのガソリン給油機を設置」 

社 会                     

「ペタレ抗争はマドゥロ政権との対立が原因？」 

２０２０年５月７日（木曜） 

 

政 治                    

「レンドン氏 契約書存在・署名・支払い認める 

～グアイド議長はサインしなかったと主張～」 

「ロドリゲス情報通信相 米政府の関与を主張 

～筆跡鑑定でサインはグアイド議長と確認～」 

「ポレオ記者 Godreau 氏の主張を説明」 

「カベジョ制憲議長 野党の新政府計画を暴露」 

「Veppex グアイド議長は信頼できない」 

経 済                    

「カルドン製油所で事故 ４名が負傷」 

「国会 中国共産党の鉱物分野への参入を警戒」 
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２０２０年５月６日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 国際プレスに記者会見       

 ～米政府の関与主張、国際司法裁判所に提訴～」       

 

５月６日 マドゥロ大統領は、国際プレスに対して記者

会見を実施。 

 

５月３日から起きているクーデター計画「Gedeón オペ

レーション」についてマドゥロ政権の見解を説明した

（Gedeón オペレーションについては「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.440」「No.441」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、今回の一連の事件がマドゥロ政権の

自作自演という報道を否定。実際にオペレーションの実

行犯が声明を発表し、作戦の事実を証明していると主張

した。 

 

加えて、グアイド議長、政治アナリスト J.J.Rendon 氏、

セルヒオ・ゲルガラ議員（大衆意志党所属）のサインが

記された契約書も野党側の記者から公表されており、自

分の暗殺計画が間違いなく存在したと説明した。 

 

また、今回の一連の事件にはグアイド政権はもちろんの

こと、コロンビア政府と米国政府の関与が存在したと指

摘。 

 

マドゥロ大統領は、１８年８月にマドゥロ大統領へのド

ローン襲撃事件があった頃からコロンビアの「リオアチ

ャ」にマドゥロ政権を倒壊させるための軍事訓練施設が

あると主張。 

 

訓練施設の衛星写真を公開し、住所まで特定しており、

何度もコロンビア政府に取り締まりを要請してきたが、

コロンビア政府は同施設の取り締りに乗り出さなった

と説明した。 

米国政府について、今回「Gedeón オペレーション」の

実行グループのトップとされる Jordan Godreau 氏は、

米 国 軍 で 務 め た ベ テ ラ ン 軍 人 で 、 ２ ０ １ ８ 年 に

「SilverCorp USA」という会社を設立。 

 

トランプ政大統領の警備業務を担ったこともあり、明確

にトランプ政権と関係があると指摘。米国政府が、今回

の計画を把握していなかったはずがないと主張した。 

 

ベネズエラ社会を不安定にするための米国、コロンビア

の行動に対してベネズエラは断固として戦うとし、国際

司法裁判所に今回の一連の攻撃について提訴すると発

表した。 

 

また、トランプ政権に対して Jordan Godreau 氏の身柄

をベネズエラに引き渡すよう要請した。 

 

なお、５月３日にラグアイラ州 Macuto で拘束した米国

人２名について、人道的に扱われていると説明。 

拘束した米国人はベネズエラ検察、司法で調査を受けて

いると述べた。 

 

他、マドゥロ大統領は拘束した米国人の一人 Luke 

Denmen 氏の証言映像を公表。 

 

グアイド政権と Godreau 氏とのオペレーション計画の

事実を証言。自身は１９年１２月からコロンビアでベネ

ズエラ人に対して軍事訓練をしていたと説明。 

計画は、マドゥロ大統領とマドゥロ政権高官らを拘束し、

飛行機で米国に送ることだったとしている。 

 

自身は５～１０万ドルを受け取る予定だったと述べて

いる。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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「米国 ジェームス氏をベネ特命全権大使に任命」    

    ～直接の関与を否定、人質解放に善処～」         

 

５月６日 トランプ政権は、ジェームス・ストーリー担

当官をベネズエラの特命全権大使に任命した。 

 

ストーリー担当官は、在ベネズエラ米国大使館が機能し

ていた時に、経済担当官を務めていた人物。 

長年、米国政府はベネズエラに大使を置いていなかった

ため、経済担当官が実質的に大使として機能していた。 

 

しかし、１９年３月 米国政府は米国外交官の全員撤収

を発表。ベネズエラでの外交業務を停止した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.264」参照）。 

 

それ以降、在ベネズエラ大使館の機能は、コロンビアに

場所を移しており、ストーリー担当官もそのままコロン

ビアへ移動。今回、正式に特命全権大使に任命されたよ

うだ。 

 

５月６日 米国のポンペオ国務長官は、「Gedeón オペ

レーション」について記者会見を実施。 

 

「米国政府は、今回のオペレーションに直接関与してい

ない。もし、我々が関わっていたとすれば別のものにな

っていた。」 

と述べた。 

 

また、米国人２名（Airan Berry 氏、Luke Denman 氏）

が人質にされている件について 

「本件について、我々は取り組んでいる。これは領事問

題である。現在、解放のための状況を捜査し始めたとこ

ろだ。米国政府は米国人の解放のためにあらゆる手段を

行使する。」 

と説明した。 

 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 統制価格を値上げ、１品目追加」           

 

４月２４日 マドゥロ政権は、基礎食料品２７品目の統

制価格を公表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.438」参

照）。本件については「ウィークリーレポート No.144」

でも分析、詳細を紹介している。 

 

５月６日 マドゥロ政権は、一部商品について統制価格

を見直した（以下、ドル建てに換算した商品価格）。 

 

 

表：　価格統制された２８品目の価格表

旧 新

1 雌牛 足肉 １KG 0.80 0.81

雄牛 足肉 １KG 1.00 1.01

枝肉 １KG 1.60 1.62

枝肉 １KG 2.00 2.03

リブ １KG 2.20 2.23

骨付き肉 １KG 2.20 2.23

むね肉 １KG 3.50 3.55

肩肉 １KG 3.50 3.55

ブリスケ １KG 3.50 3.55

パペロン １KG 3.50 3.55

もも肉 １KG 3.80 3.85

尻肉（付根上） １KG 3.80 3.85

尻肉（内側） １KG 3.80 3.85

尻肉（外側） １KG 3.80 3.85

尻肉（付根下） １KG 3.85 3.90

2 豚肉 足肉 １KG 1.50 1.52

枝肉 １KG 2.00 2.03

足 １KG 0.50 0.51

肩肉 １KG 0.80 0.81

リブ １KG 2.30 2.33

Tボーン １KG 2.60 2.64

骨付きあばら肉 １KG 2.80 2.84

3 通常ソーセージ １KG 1.96 1.99

特別ソーセージ １KG 2.42 2.45

No. 品目 容量
USD

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/132962f0400035389c921f31d85f776a.pdf
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オリジナルの統制価格リストはボリバル建てとペトロ

建てで書かれている。 

 

５月６日付けの両替テーブルの為替レートでドルに換

算すると、旧価格よりも微妙に値上がりしているが、適

用レートの違いによる誤差かもしれない。 

 

変更部分は色が塗ってある個所。 

 

 

 

オレンジ色の品目は、大きく価格が上がった商品。 

 

青色の品目（大豆油）は、新たに加わった品目。 

 

黄色の品目（バター）は、前回の価格リストで内容量が

５００グラムだったが、今回は２００グラムに容量が減

っている。金額自体は前回よりも安価になっているが、

内容量が減ったため、実質的には値上がりしている。 

 

４月２４日に統制価格が発表された後、乳製品団体は価

格の見直しをマドゥロ政権に求めており、これらの求め

が受け入れられたということだろう（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.439」参照）。 

 

「PDVSA 合弁会社の代表更新を開始」           

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、PDVSA が

合弁会社の代表の更新作業を行っていると報じた。 

 

ケベド PDVSA 総裁の解任とアイサミ石油相の任命を

受け、PDVSA の組織改革が進んでおり、その一環とし

て合弁会社も体制が変わろうとしている。 

 

報道によると「Petropiar」「PetroBoscan」の代表は、更

新作業が済んだという。 

 

「ドル建てのガソリン給油機を設置」         

 

５月５日 Rommel Gorosabel 記者は、国軍施設「Fuerte 

Tiuna」に、中国製の新たなガソリン給油機が導入され

たと報じた。 

 

そのガソリン給油機は、ドル建てで料金を徴収するとい

う。同ガソリン給油機のメーカーは「Sanki Petroleum」

という会社のもののようだ。 

 

旧 新

4 鶏肉 １KG 1.64 1.66

5 卵 ３０個 3.50 3.55

6 液体ミルク １L 0.85 1.67

7 粉ミルク １KG 5.20 7.98

8 白チーズ １KG 2.51 2.55

9 とうもろこし粉加工品 １KG 0.97 0.98

10 小麦粉 １KG 1.15 1.17

11 パスタ ５００ｇ 0.65 0.66

12 白米 １KG 1.15 1.17

13 カラオタ豆 ５００ｇ 0.87 0.88

14 インゲン豆 ５００ｇ 0.75 0.76

15 レンズ豆 ５００ｇ 0.70 0.71

16 エンドウ豆 ５００ｇ 0.70 0.07

17 コーヒー粉 ５００ｇ 0.87 0.88

18 砂糖 １KG 0.80 1.01

19 食塩 １KG 0.40 0.41

20 食用油 １L 1.28 1.56

21 大豆油 １L 1.76

22 バター ２００ｇ 2.80 2.12

23 マーガリン ５００ｇ 0.70 1.52

24 マヨネーズ ４４５ｇ 0.70 1.88

25 トマトソース ３９７ｇ 0.60 1.32

26 ツナ缶 １４０ｇ 0.75 0.76

27 イワシ缶 １７０ｇ 0.75 0.76

28 イワシ鮮魚 １KG 0.50 0.51

（出所）価格統制庁（SUNDDE）、バターは内容量が変更

（注）換算レートは公表当日の両替テーブル中値

品目 容量No.
USD

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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ガソリン料金は、レギュラーガソリンが１リットル０．

５ドル、ハイオクが０．６ドル。現金でもクレジットカ

ードでも決済可能。 

 

今後、ベネズエラ国内でこの給油機が普及する可能性が

ありそうだ。 

 

 

（写真）Rommel Gorosabel 記者ツイッター 

 

社 会                        

「ペタレ抗争はマドゥロ政権との対立が原因？」           

 

マドゥロ大統領は、カラカス最大のスラム地区「ペタレ」

での抗争について、米国麻薬捜査局（DEA）が関与して

いると指摘した（ペタレの抗争については「ベネズエラ・

トゥデイ No.440」「No.441」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、アルベルト・ソコロ・エルナンデス

（通称、Pepero）という人物の証言映像を公表。 

 

エルナンデス氏が、ラグアイラ州マクトで起きたオペレ

ーションのベネズエラ側のロジスティクス責任者で、マ

ドゥロ政権を混乱させ、クーデター計画グループをベネ

ズエラ国内に侵入しやすくするようペタレで意図的に

混乱を引き起しせたと主張した。 

 

 

また、マドゥロ大統領は、エルナンデス氏について 

「彼は麻薬取引犯であり、DEA のスパイでもあった」 

と説明。ペタレでの抗争を DEA が引き起こしたと主張

している。 

 

ただし、本件については別の報道も存在している。 

 

ペタレ地区の一部地域は、元 「々Wilexis」という人物が

仕切っており、以前はマドゥロ政権と良好な関係があっ

たという。 

 

しかし、１９年１月にグアイド議長が暫定大統領就任を

宣言し、Wilexis 氏は方針を転換。ペタレ地区で反マド

ゥロ政権の抗議行動の実施を許容するようになってい

たという。 

 

この状況を受けて、マドゥロ政権が Wilexis 氏を追い出

すため、ペタレの別グループとの抗争をけしかけたとの

報道もある。 

 

なお、現地メディア「El Estimulo」によると、「Wilexis」

は「盗みを犯した人を殺す」など強権的ではあるが、

CLAP を適切に供給すると評価もされているという。 

 

強権的な方針は、治安の悪いスラム地区では必要悪な部

分もあり、ペタレ地区の住民から比較的人気が高いよう

だ。 

 

他方、ペタレ地区を監視するマドゥロ政権の警察組織は

住民を攻撃する存在として、嫌われていると報じられて

いる。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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２０２０年５月７日（木曜）              

政 治                       

「レンドン氏 契約書存在・署名・支払い認める     

 ～グアイド議長はサインしなかったと主張～」        

 

５月５日の時点では、グアイド議長は「Gedeón オペレ

ーション」について、マドゥロ政権の自作自演であり、

野党は本件に全く関与していないと主張していた。 

 

しかし、パトリシア・ポレオ記者が「Gedeón オペレー

ション」の実行グループの一人 Jordan Godreau 氏

（「SilverCorp USA」）とグアイド議長らが交わした契約

書を公表。 

 

この契約書の存在が事実の場合、グアイド政権は今回の

オペレーションに加担していたことになるという状況

だった（「ベネズエラ・トゥデイ No.441」参照）。 

 

５月６日、グアイド政権の公式発表を担う「国家通信セ

ンター」は、今回の事件について声明を発表。 

 

グアイド政権は、今回のオペレーションに一切関わって

おらず、グアイド暫定大統領は契約書に署名をしていな

いと発表。 

 

マドゥロ政権は虚偽の書類を公表し、グアイド暫定大統

領を不当に拘束しようとしていると訴えた。 

 

一方、同じ日に問題の契約書にサインがあった別の人物、

J.J.Rendon 氏（米国在住）が「AP 通信」「CNN」らの取

材に応じ、①契約書の存在が事実であること。 

②Godreau 氏とグアイド政権は同オペレーションの実

行を検討したこと。③グアイド議長と Godreau 氏のテ

レカンファレンスが事実であること。④Rendon 氏は、

同契約書にサインをしたこと。⑤Godreau 氏に手付金と

して５万ドルを支払ったことを認めた。 

 

ただし、「米国政府が関与している」という点、「グアイ

ド議長が同契約書にサインした」という点、については

否定。自分は契約書に署名したが、グアイド議長は署名

しなかったと主張した。 

 

今回の契約は１９年１０月に署名をした。契約金額は２

億１，２９０万ドル。政権交代後に原油輸出の代金で支

払う計画だったが、途中でマドゥロ政権の汚職で蓄財さ

れた資金の一部から支払うことになったという。 

 

当時、Godreau 氏は報酬については事後に支払うことで

問題ないと言われ、それまでの資金は当てがあると述べ

ていたという。 

しかし、途中で即時１５０万ドルを支払うよう求められ、

対立が起き１９年１１月に契約は無効になったと理解

しており、その後彼らとの関係は絶ったと説明した。 

他方、手付金として５万ドルは Rendon 氏の個人資金か

ら支払ったという。また、８００名の兵士を動員できる

と説明を受け得たが、後にそれが出来ないことも判明し

たという。 

 

（写真）国家通信センター 

“グアイド政権と同オペレーションは一切無関係と発表” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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筆者は、公表されているグアイド議長と Godreau 氏の

テレカンファレンスの音声を確認している（「音声１」

「音声２」）。 

 

同テレカンファレンスは、グアイド議長と Godreau 氏

が契約書締結に関する会話をしているもので、グアイド

議長は「Let’s Work!」と前向きに Godreau 氏と話して

おり、話しぶりを見る限り、契約書へのサインに迷いが

あるようには感じられなかった。 

 

また、同オペレーションを「マドゥロ政権の自作自演」

と最初に言っている時点で、重大な虚偽であり、グアイ

ド議長は信頼を失っている。グアイド議長が契約書にサ

インをしていないと主張しても、それを信じられる人は

そこまで多くないのではないか。 

 

「ロドリゲス情報通信相 米国政府の関与を主張      

  ～筆跡鑑定でサインはグアイド議長と確認～」           

 

５月７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は「Gedeón

オペレーション」に関する捜査の進捗状況を説明した。 

 

「Gedeón オペレーション」に関連した逮捕者は、５月

３日から２３名と発表。拘束した人物の証言からトラン

プ政権の関与が明白だと主張した。 

 

ロドリゲス情報通信相は、拘束した米国人 Airan Berry

氏の証言映像を公表。 

 

映像で Berry 氏は、コロンビアのリオアチャ訓練施設の

様子、Berry 氏が指導していた訓練の内容などを語った。 

 

また、今回のミッションの目的は「マドゥロを暗殺する

ことが目的だった。」と述べた。 

 

 

 

 

 

また、Godreau 氏は、米国政府の支援を得るためマイク・

ペンス副大統領にコンタクトを取ったと主張（ペンス副

大統領の報道官は否定している）。 

トランプ大統領の護衛を担当している人物が主導する

オペレーションについて米国政府が無関係の可能性は

皆無だと主張した。 

 

「ポレオ記者 Godreau 氏の主張を説明」         

 

グアイド議長と Godreau 氏の契約書を公表したパトリ

シア・ポレオ記者は、自身のネット番組で Jordan 

Godreau 氏が作成した、今回の一連の事件の真相の暴露

文を読み上げた。 

 

これまでの Jordan Godreau 氏の証言などを踏まえて以

下のような主張をしている。 

 

グアイド政権と JordanGodreau 氏が契約書を交わした

のは１９年１０月。契約後に少額の手付金を受け取った

が、その後半年以上、支払いは一切なかったという。 

 

グ ア イ ド 政 権 側 で 支 払 い を 担 当 し て い る の は

J.J.Rendon 氏で、ベネズエラの元軍人ハビエル・キンテ

ロ氏が Rendon 氏と支払い交渉をしていた。 

https://twitter.com/FactoresdePoder/status/1257088825559527424
https://twitter.com/FactoresdePoder/status/1257088954165268481


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月６日～５月７日報道               No.４４２   ２０２０年５月８日（金曜） 

8 / 9 

 

Rendon 氏は、キンテロ氏に対して「支払いをしない」

とは一切言わず、「時間が必要だ」と言い続けたという。

そして、支払いがされないまま半年以上の時間が経過し

ていた。 

 

２０年２月にキンテロ氏は、グアイド議長とマイアミで

直接面談し、オペレーション継続に必要な資金について

強く督促をしたという（２月上旬にグアイド議長は米国

マイアミに訪問している）。 

 

キンテロ氏に求めに対して、グアイド議長はポジティブ

な回答をしなかったが、キンテロ氏はオペレーションを

継続すると述べた。 

 

そして、キンテロ氏は「Gedeón オペレーション」の実

行を決定。Godreau 氏は、自殺行為に近いと引き止めた

が、キンテロ氏とセケア氏の計画実行意思は固かったと

いう。 

 

ただし、計画成功後にはグアイド議長を暫定大統領に添

えることはなく、別の人物を大統領に添えることを考え

ていたという。 

 

「カベジョ制憲議長 野党の新政府計画を暴露」         

 

５月７日 カベジョ制憲議長は「Gedeón オペレーショ

ン」は、刑務所に１０年近く収容されているバドゥエル

元将軍が考えた計画「共同復活祖国」を作ることだった

と説明した。 

 

外相は、エクトル・エルナンデス・ダ・コスタ将軍。 

内務司法相は、ホセ・セケア・トーレス元 DGCIM 職員

（今回の「Gedeón オペレーション」で拘束された人物）。 

国家戦略評議会議長は、１８年３月に逮捕されたホセ・

マリン・チャパロ大尉。 

 

 

キンテロ氏は、支払い問題でグアイド議長と折り合うこ

とが出来ず、バドゥエル将軍を中心とし、移行期間の軍

人政権を組織しようとしていたのかもしれない。 

 

「Veppex グアイド議長は信頼できない」         

 

「Gedeón オペレーション」に関連する一連の騒動で、

グアイド政権への信頼が揺らいでいる。 

 

５月７日 米国に移住したベネズエラ人で構成される

「ベネズエラ政治迫害亡命協会（Veppex）」のホセ・ア

ントニオ・コリナ代表は、自身のツイッターでグアイド

議長を批判。 

 

「（ファン・グアイドは）真実を受け入れ、公表できな

い人物だ。彼の発言は矛盾ばかりだ。彼はベネズエラに

自由をもたらすことが出来る人物ではない。ファン・グ

アイドは嘘つきだ。」 

と非難した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.439」でも触れたが、Veppex

は野党の中でも急進野党に属しており、グアイド議長の

方針に反対している。 

 

 

（写真）ホセ・アントニオ・コリナ Veppex 代表 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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経 済                       

「カルドン製油所で事故 ４名が負傷」            

 

５月７日 ロイター通信は、ファルコン州のカルドン製

油所で事故が起き、４名が火傷をしたと報じた。 

 

関係者の証言によると、カルドン製油所はイランの支援

により、改修が進んでおり、炉の再稼働を試みており、

上手く進んでいたという。 

 

PDVSA 労働組合の Ivan Freites 幹部は 

「事故が起きたことは確かだ。製油所は稼働が出来る状

況ではない。製油所を運営できる人材がいない。 

 

この数日、PDVSA はカルドン製油所の一部施設の再稼

働に成功しており、日量５万バレルを精製していた。」 

と述べた。 

 

「国会 中国共産党の鉱物分野への参入を警戒」         

 

野党国会のアルマンド・アルマ議員は、中国共産党がベ

ネズエラの鉱物産業への参入を計画していると訴えた。 

 

「中国はベネズエラに対して、地政学的な関心を示して

いるだけではなく、鉱物資源を狙った経済的な関心も示

している。中国はベネズエラに埋蔵されているコルタン

（レアメタルの一種）に関心を示している。」 

と述べた。 

 

５月６日 マドゥロ大統領は、近いうちに中国に訪問す

ると発表していた。 

 

４月１０日にはマドゥロ大統領と習近平国家主席が電

話会談をしており、その際にも近いうちに面談すること

を約束していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.431」参照）。 

 

 

マドゥロ大統領が中国へ訪問し、債務返済のリスケで合

意するとの観測があるが、同時に中国がレアメタルなど

の鉱物資産産業への参入を拡大する可能性もありそう

だ。 

 

なお、４月に入り、マドゥロ政権は複数の地域での資源

開発を承認していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.434」

参照）。この承認は、中国企業の鉱物開発参入に関する

動きだったのかもしれない。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/868d98561cfc9067403cb81622ba205a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf

