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マンスリーレポート 2017/8/31現在

新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）

追加型投信／海外／債券

ファンドの基準価額と純資産総額の推移

※基準価額は10,000口当たり

期間別騰落率

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準

価額より算出しており実際の投資家利

回りとは異なります。

分配実績 （分配金は10,000口当たり、税引前） ポートフォリオの状況

当月の基準価額の変動要因 （下記の数値は概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。）

(394101)

基準価額の変動要因は、当ファンドが主に投資対象とする「エマー

ジング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用を行うウエスタン・ア

セット・マネジメント・カンパニー（以下ウエスタン・アセット社）から提

供されたデータを参考にして、アセットマネジメントOneが作成したも

のです。その他要因等は、基準価額前月末比より、為替レート変動、

債券価格変動、債券利金収入、信託報酬、分配金支払を引いて

算出したものです。

・為替ヘッジ比率は、組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比

率を表示しています。

・上記のその他資産は、100%から各ファンドの組入比率の合計

を差し引いたものです。

（円）

・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。設定前営業日を10,000と

して指数化しています。

・分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。

（年/月/日）

（期間：2012/11/29～ 2017/8/31)

・「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の資産組入状

況については、3〜4ページをご覧ください。

運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

　設定日

　償還日
　基準価額
　（前月末比）

6,732円 （+40円） 　設定来高値 10,420円 2013/1/24

　決算日
　純資産総額
　（前月末比）

835百万円 （+3百万円） 　設定来安値 6,014円 2016/1/22

2012/11/30

2019/9/19

原則毎月19日

期間 ファンド

1ヵ月 1.0%

3ヵ月 0.9%

6ヵ月 2.1%

1年 5.2%

3年 -10.7%

5年

10年

設定来 -5.0%

決算期 日付 分配金 決算期 日付 分配金

第46期 2016/09/20 40 円 第52期 2017/03/21 30 円

第47期 2016/10/19 40 円 第53期 2017/04/19 30 円

第48期 2016/11/21 40 円 第54期 2017/05/19 30 円

第49期 2016/12/19 40 円 第55期 2017/06/19 30 円

第50期 2017/01/19 40 円 第56期 2017/07/19 30 円

第51期 2017/02/20 40 円 第57期 2017/08/21 30 円

2,700 円設定来分配金累計額

比率

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円クラス） 99.4%

ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.1%

その他資産 0.5%

為替ヘッジ比率 101.09%
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基準価額の変動要因分解は、当ファンドが主に投資対象とする「エマー

ジング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用を行うウエスタン・アセット

社から提供されたデータを参考にして、アセットマネジメントOneが作成
したものです。その他要因等は、基準価額前月末比より、為替レート

変動、債券価格変動、債券利金収入、信託報酬、分配金支払を引いて
算出したものです。

新興国ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／海外／債券

マンスリーレポート 2017/8/31現在

期間別騰落率ファンドの基準価額と純資産総額の推移

※基準価額は10,000口当たり

・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。設定前営業日を10,000と

して指数化しています。

・分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準

価額より算出しており実際の投資家利

回りとは異なります。

分配実績 （分配金は10,000口当たり、税引前） ポートフォリオの状況

当月の基準価額の変動要因 （下記の数値は概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。）

(394102)

（円）

（期間：2012/11/29～ 2017/8/31)

（年/月/日）

・為替ヘッジ比率は、組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比

率を表示しています。

・上記のその他資産は、100%から各ファンドの組入比率の合計

を差し引いたものです。

・「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の資産組入状

況については、3〜4ページをご覧ください。

運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

　設定日

　償還日
　基準価額
　（前月末比）

8,145円 （-13円） 　設定来高値 12,475円 2013/5/16

　決算日
　純資産総額
　（前月末比）

614百万円 （-1百万円） 　設定来安値 7,518円 2016/6/28

2012/11/30

2019/9/19

原則毎月19日

期間 ファンド

1ヵ月 0.5%

3ヵ月 0.5%

6ヵ月 1.0%

1年 15.1%

3年 -0.9%

5年

10年

設定来 31.2%

決算期 日付 分配金 決算期 日付 分配金

第46期 2016/09/20 90 円 第52期 2017/03/21 50 円

第47期 2016/10/19 90 円 第53期 2017/04/19 50 円

第48期 2016/11/21 90 円 第54期 2017/05/19 50 円

第49期 2016/12/19 90 円 第55期 2017/06/19 50 円

第50期 2017/01/19 90 円 第56期 2017/07/19 50 円

第51期 2017/02/20 90 円 第57期 2017/08/21 50 円

4,620 円設定来分配金累計額

比率

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（米ドルクラス） 98.8%

ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.1%

その他資産 1.1%

為替ヘッジ比率 0.00%
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※ウエスタン・アセット社などから提供されたデータに基づき、アセットマネジメントOneが作成しています。組入比率は「エマージング・ハイ･イールド・ボンド・

ファンド」の純資産総額に対する比率を表示しています。※業種名および国名は、ウエスタン・アセット社の定義によるものです。

石油・ガス

28.1%

情報通信

13.4%

金融

12.1%

国債

11.9%

工業等

8.2%

公益

7.3%

金属・鉱業

5.4%

消費

4.8%

不動産

3.9%

パルプ・製

紙

1.8%

運輸

0.3%
その他資産

3.0%

ポートフォリオの状況

地域別・国別組入比率

業種別組入比率

格付け別組入比率

・格付けは、S&P、Moody'sのうち、低い方の格付けを採用しています。

(表記方法はS&Pに準拠)

加重平均格付けは保有する債券の格付けを、債券ポートフォリオ中

の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです。

当ファンドの信用格付けを表示しているものではありません。

・平均利回り（終利）は保有する債券の終利を、平均直利は保有する債券の
クーポンを時価で除した値を、各々債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価

評価額で加重平均したものです。原則として、デフォルトした銘柄は終利や
クーポンをゼロとして計算しています。

・実効デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標で

す。この値が大きいほど、金利が変化した際の債券の価格変動が大きくな

ります。

BBB

9.3%

BB

42.8%

B

39.2%

格付けなし

5.6%

その他資産

3.0%

新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース／Ｂコース
マンスリーレポート 2017/8/31現在

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

＜「エマージング・ハイ･イールド・ボンド・ファンド」の資産組入状況＞

5.04%

5.91%

66銘柄

4.4

平均利回り（終利）

平均直利

外国債組入銘柄数

実効デュレーション

B+加重平均格付け
うちソブリン債

中南米 56.2% 5.4%

ブラジル 29.9%  

アルゼンチン 8.5% 2.7%
コロンビア 4.1%  
ペルー 3.5%  
メキシコ 2.9%  
チリ 2.1%  
その他 5.2% 2.8%

アジア 10.5% 1.1%

中国 2.8%  
インドネシア 2.6%  
香港 1.8%  
マカオ 1.5%  
その他 1.8% 1.1%

欧州 23.7%  
ロシア 19.9%  
トルコ 2.3%  
カザフスタン 1.5%  

アフリカ 6.4% 5.3%
ガーナ 1.6% 1.6%
ナイジェリア 1.6% 1.6%
その他 3.2% 2.2%

0.3% 0.0%

97.0%
3.0%

100.0%
その他資産

合計

その他の地域

地域計

地域名 国名
比率

データ基準日：2017/8/30
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データ基準日：2017/8/30

社債組入上位10銘柄の概要

社債組入上位10銘柄

マンスリーレポート 2017/8/31現在

＜「エマージング・ハイ･イールド・ボンド・ファンド」の資産組入状況＞

新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース／Ｂコース

順位 銘柄名 国名 種別 クーポン 償還日 格付け 比率

1 ブラジル石油公社（ペトロブラス） ブラジル 石油・ガス 6.850% 2115/6/5 B+ 9.5%

2 ブラジル石油公社（ペトロブラス） ブラジル 石油・ガス 5.375% 2021/1/27 B+ 5.8%

3 ロシア貯蓄銀行 ロシア 金融 5.500% 2024/2/26 格付けなし 4.3%

4 ロスネフチ ロシア 石油・ガス 4.199% 2022/3/6 BB+ 3.9%

5 ブラスケム・アメリカ・ファイナンス ブラジル 工業等 7.125% 2041/7/22 BB+ 3.4%

6 イタウ・ウニバンコ・ホールディング ブラジル 金融 5.650% 2022/3/19 BB- 3.0%

7 ＭＴＳインターナショナル・ファンディング ロシア 情報通信 5.000% 2023/5/30 BB+ 2.4%

8 ＶＴＲファイナンス チリ 情報通信 6.875% 2024/1/15 B+ 2.1%

9 碧桂園控股（カントリー・ガーデン・ホールディングス） 中国 不動産 7.500% 2020/3/9 BB 2.0%

10 ヴィンペルコム・ホールディングス ロシア 情報通信 5.950% 2023/2/13 BB 1.9%

順位 銘柄名 概要

1
ブラジル石油公社
（ペトロブラス）

石油・ガス生産会社。関連事業として石油製品の精製なども手掛ける。

2
ブラジル石油公社
（ペトロブラス）

石油・ガス生産会社。関連事業として石油製品の精製なども手掛ける。

3 ロシア貯蓄銀行
ロシアと東ヨーロッパで 大級の銀行。ロシア国内での事業はもとより、海外の銀行を買収する等、近
年は国際事業にも力を入れている。

4 ロスネフチ ロシアの国営石油会社で世界的大手。石油と天然ガスの探査、抽出、精製、販売を手掛ける。

5 ブラスケム・アメリカ・ファイナンス
ブラジルを代表する石油化学会社、ブラスケムの金融子会社。ブラスケムはエチレン、プロピレン、ポリ

エチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル（PVC）などを生産。

6 イタウ・ウニバンコ・ホールディング
イタウ銀行とウニバンコ銀行が2008年に合併し、イタウ・ウニバンコ・ホールディングが誕生。個人、商

業、法人向け銀行サービスをはじめ、プライベート・バンキングなども手掛ける。

7
ＭＴＳインターナショナル・ファンディ

ング

ロシアの通信会社、MTSの金融子会社。ロシアを代表する通信会社として、携帯電話、ブロードバンド、

ペイTVなどのサービスを展開。

8 ＶＴＲファイナンス
チリの大手通信サービス会社。インターネット、固定電話、携帯電話、データ通信サービスなどを一般

家庭および企業向けに提供。

9

碧桂園控股

（カントリー・ガーデン・
ホールディングス）

不動産開発会社。中国本土で、別荘、タウンハウス、集合住宅を建設。学校、ホテル、病院およびテー

マパークなどの大規模公共施設も開発する。

10 ヴィンペルコム・ホールディングス
ロシアの三大電話通信会社の一つ。携帯電話、固定電話、ブロードバンドなどのサービスをロシア、イ
タリア、ウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン等に提供。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありま

せん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

※ウエスタン・アセット社などから提供されたデータに基づき、アセットマネジメントOneが作成しています。

組入比率は「エマージング・ハイ･イールド・ボンド・ファンド」の純資産総額に対する比率を表示しています。
※当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではありません。
※格付けは、S&P、Moody'sのうち、低い方の格付けを採用しています。(表記方法はS&Pに準拠)
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エマージングハイイールド債は、ＪＰモルガン・コーポレート・エマージング・

マーケット・ボンド・インデックス・ブロード・ハイイールドを表示しています。

※ＪＰモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデック

ス・ブロード・ハイイールドは、ＪＰモルガン社が公表している指数です。

同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はＪＰモルガ

ン社に帰属します。またＪＰモルガン社は、同指数の内容を変更する権

利および公表を停止する権利を有しています。

エマージングハイイールド債の利回りとスプレッド
および米ドル（対円）推移

（円）

短期金利の推移
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マンスリーレポート 2017/8/31現在

＜参考情報と運用コメント＞

新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース／Ｂコース

今月のお知らせはありません。

お知らせ

(期間：2007/8/30～2017/8/30)

8月の新興国ハイイールド社債市場は上昇（利回りは低下）

しました。米国における物価上昇に対する慎重な見方などを

受けて、米国金利が低下したことなどが上昇要因となりました。

米国国債との利回り格差（信用スプレッド）は、北朝鮮情勢

をめぐる地政学リスクの動向に振らされながらも、月間ではお

おむね横ばいとなりました。ブラジルの石油・ガスセクターや

金融セクターが縮小した一方、ロシアの金融セクターが拡大

しました。

国のサポートを受けやすいと考えられるセクターを中心に、

投資妙味があると判断した銘柄への投資を継続しました。

当月は、公益などの組入比率を引き上げ、石油・ガスなどの

組入比率を引き下げました。

国・地域別では、ペルーやインドネシア、ナイジェリアの組入

比率を引き上げた一方、ロシアやブラジルなどの組入比率を

引き下げました。

運用概況

今後も慎重に銘柄を選別した上で、投資を行います。国・地

域・業種の分散を意識しながら、バリュエーション面で投資妙

味が高いと判断した銘柄に投資する方針です。信用スプレッ

ドの縮小が見られる状況においては、利益確定や保有比率

の高い銘柄のポジションの縮小などを実施します。また、

ポートフォリオの分散や流動性を意識した運用を行います。

【国・地域】

引き続き中南米を中心としたポートフォリオを維持します。

また、ロシアについても、組入比率を高めに維持する方針で

す。一方、アジア地域などについては、投資妙味があると判

断した銘柄を選定し投資する方針です。

【業種】

石油・ガス、情報通信、金融などを中心に、業績および財務

内容から投資妙味があると判断した銘柄を中心に投資する

方針です。また、ファンダメンタルズの改善が過小評価されて

いると考えられる業種や発行体にも投資を行う方針です。

今後の運用方針

出所：ブルームバーグデータを基にアセットマネジメントOneが作成。

投資環境

※運用コメントは、「エマージング・ハイ･イールド・ボンド・ファンド」の運用を行うウエスタン・アセット社などから提供された資料に基づき、アセットマネジメント

Oneが作成しています。※上記グラフは、月次データ（月末前営業日）の値を表示しています。※上記グラフは過去の実績であり、将来の各債券の利回り、為

替レートおよび短期金利等を示唆、保証するものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありま

せん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

　新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）は、米ドル建ての新興国の高利回り事業債※を実質的

　な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

　※高利回り事業債を以下「ハイイールド社債」といいます。なお、本書における新興国とは、アメリカ、西欧諸国、日本などの先進国に対して、

   　中南米、東南アジア、東欧諸国、中国、インド、ロシアなど、経済の成長が初期～中期段階にあり、今後、高い経済成長が期待される国・

　　 地域をいいます。

   １．主として米ドル建ての新興国ハイイールド社債に投資を行います。

   ◆ファンド・オブ・ファンズ方式の運用により、ＢB＋格（S＆Pグローバル・レーティング）以下またはBa1格（ムーディーズ・インベスターズ・

      サービス・インク）以下の格付けが付与されている米ドル建ての新興国ハイイールド社債を中心に投資を行います。

   ◆米ドル建ての新興国ソブリン債（投資適格ソブリン債、ハイイールドソブリン債）および新興国投資適格社債に投資を行う場合があります。

   ２．レッグ・メイソン・グループが実質的な運用を行います。

   ◆各ファンドにおける「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（各クラス）」受益証券への運用指図に関する権限を、レッグ・メイソン・ア

      セット・マネジメント株式会社に委託します。

   ◆「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。

   ※新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。

   ※「MHAM短期金融資産マザーファンド」の運用は、アセットマネジメントOne株式会社が行います。

 　３．為替ヘッジを行う「Aコース」と、為替ヘッジを行わない「Bコース」のいずれかを選択できます。

　 ※販売会社によっては「Aコース」もしくは「Bコース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。

　 ◆Aコースは、投資対象とする外国投資信託（円クラス）において、保有する米ドル建て資産に対して、原則として対円での為替ヘッジを行う
      ため、為替変動リスクの低減が図られます。ただし、為替ヘッジを行うにあたってはヘッジコストがかかります。

   ◆Bコースは、投資対象とする外国投資信託（米ドルクラス）において、保有する米ドル建て資産に対して、対円での為替ヘッジを行わないた

      め、為替変動の影響を直接的に受けます。そのため、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。

   ◆AコースとBコースの間でスイッチング（乗換え）ができます。

   ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合、スイッチングの購入単位

      等を別に定める場合等があります。

  ※スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額（1口につき、換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％）および

     税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。また、購入時手数料は販売会社が別に定めます。

   ４．毎月19日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益分配を行うことを目指します。

   ◆分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

   ◆分配金額は、配当等収益の水準、基準価額の水準および市況動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場
      合には、分配を行わないことがあります。

   ◆収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

   ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

　＊市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

 各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投
 資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による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

 なさまの投資元本は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。
 また、投資信託は預貯金と異なります。

 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「流動性リスク」などがあります。

 各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

 費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受す

ることが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化（格付けの格下げ・格上げ）により、債券価格が大きく変動する傾向があり、かつ

発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。また、投資対象である新興国のハイイールドソブリン債についても同様です。

各ファンドが実質的に投資を行うハイイールド社債等の発行体（国）がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する

要因となります。

一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが実質的に投資する

公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。

〈Aコース〉

Aコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行い為替

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。また、為替ヘッジを行う際、米ドル金利が円金

利より高い場合、米ドル金利と円金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。

〈Bコース〉

Bコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産に対し、為替ヘッジを行わないため、米ドルと円との

外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

各ファンドの実質的な主要投資先となっている新興国において、政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等

に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

信用リスク

金利変動リスク

為替変動リスク

カントリーリスク

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありませ

ん。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）

購入価額 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しています。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して７営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　・ニューヨークの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日　　　・ロンドンの銀行の休業日

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の

中止および取消し

換金の請求金額が多額な場合および外国投資信託の換金請求の受付の停止・取消しまたは延期の場合の換金のお申込

み、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する

場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態（金融危機、重大な政策変更

や資産凍結等を含む規制導入、クーデター等）による市場の閉鎖等、その他やむを得ない事情がある場合の購入・換

金・スイッチングのお申込みについては、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を

取り消すことがあります。

信託期間 2019年９月19日まで（2012年11月30日設定）

繰上償還 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意の上、信

託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）すること

があります。

・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

・やむを得ない事情が発生したとき。

・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき、または各ファンドの受益権の口数

　を合計した口数が20億口を下回ることとなるとき。

決算日 毎月19日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、

　どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

その他 販売会社によっては、「Ａコース」もしくは「Ｂコース」のどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細

は委託会社または販売会社までお問い合わせください。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者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）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2744％（税抜1.18％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

※委託会社の信託報酬には、各ファンドの外国投資信託受益証券への運用指図に関する権限の委託を受けた投資顧問

　会社（レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社）に対する報酬（日々の各ファンドの信託財産の純資

　産総額に対して年率0.1296％（税抜0.12％））が含まれます。

投資対象とする外国投資信託：外国投資信託の純資産総額に対して年率0.52％程度

実質的な負担：各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7944％程度（税込）

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料

・信託事務の処理に要する諸費用

・外国での資産の保管等に要する費用

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　　等

監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われま

す。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等

　を示すことができません。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
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① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購

入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（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。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資を

しますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は

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。ファンドの運用による損益は全て投資者の

皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社

が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

◆ファンドの関係法人◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先◆

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/
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○ ○ 西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　福岡財務支局長（金商）第75号 ○ □

○ ○ 株式会社十六銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

○ ○ ソニー銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

○ ○ 第一勧業信用組合 登録金融機関　関東財務局長（登金）第278号 ○

○ ○ 株式会社名古屋銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第19号 ○

○ ○ 株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○

○ ○ 株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

○ ○ 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第611号 ○

販売会社一覧（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会を○で示しています。

Ａ

コ
ー

ス

Ｂ

コ
ー

ス

 ■　販　売　会　社 登録番号等

日本

証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業

協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

備

考

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成したものですが、

   その正確性、完全性を保証するものではありません。

※備考欄の「□」は、現在、各ファンドの新規の募集・販売を停止している販売会社を示しています。

※お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。


