2021 年 3 月 11 日

日本小型株運用、ESG リーダー、
アジアのマルチアセット投資運用者の 3 部門で受賞
- 「Insights＆Mandate 2021 Professional Investment Awards」 アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 菅野暁、以下「AM-One」）は、香
港 Insights＆Mandate社（以下「I&M社」
）が選定する「2021 Professional Investment Awards」に
※
おいて3つの賞を初受賞しました。
このたびAM-Oneの受賞アワード名および受賞ファンドは次の通りです。
Award Category

Award Name

Fund Name

Performance Awards

Japan Equity (3 Years)

Enterprise Value Growth Small Cap Stock Fund (Ganriki)

Regional Awards

ESG Leader Award (Co-winner)

-

Regional Awards

Asian Multi-Asset Manager of the Year

-

アジア太平洋における資産運用会社、年金基金、機関投資家向けの中国語デジタルプラットフォームで
あるI&M社による「2021 Professional Investment Awards」は毎年、資産運用業界に携わる優れた企業
を表彰するもので、今年４回目の開催になります。カテゴリーとしてパフォーマンス、国別、地域の3つが
あります。
アセットマネジメントOneでは、本受賞を励みに、投資家の資産形成に資する商品・サービスの提供と運
用成績の向上に引き続き努めてまいります。
以上
※当該評価は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

【2021 Professional Investment Awardsについて】
The Professional Investment Awards are presented annually by Insights & Mandate (I&M), an
institutional investment media. Companies and organizations are invited to complete a nomination
application describing an initiative within several available categories that supports advisor success. I&M
also invites nominees to provide supplemental information to support their nomination in the form of
third-party testimonials and/or confidential growth, user or performance metrics. A panel of industry
experts including the senior management of I&M selects the finalists and winners based on qualitative
and quantitative performance indicators. Nomination or receipt of a Professional Investment Awards is
not necessarily indicative of any particular client’s experience or a guarantee that the firm will perform in
the future as it did during the period evaluated by the Award judges.
Awards, rankings and/or recognition by unaffiliated rating services and/or publications should not be
construed by a client or prospective client as a guarantee that he or she will experience a certain level of
results if Insights & Mandate (I&M) is engaged, nor should it be construed as a current or past
endorsement of I&M by any of its clients.

※P.2の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。

【投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項】
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力（追加型投信／国内／株式）
【ファンドの費用】■購入時手数料：購入価額に、3.3％（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 ■信託財産留保額：0.3% ■運用管理費用（信託報酬）：ファンドの日々の純資産額に対して、年率
1.595％（税抜1.45％）の料率をご負担いただきます。
■その他費用・手数料：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、監査費用等が信託財産から支払われます。※その他の費用・手数料については、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、上限額等を表示することができません。※上記
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。
【ファンドの投資リスク】
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、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
額の主な変動要因は、次のとおりです。
●株価変動リスク●流動性リスク●信用リスク
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは目論見書をご覧ください。
【ご注意事項】
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、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。
各ファンドは、実質的に株式、債券、リートの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）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。ファンド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。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。
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。
投資信託は、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ではありません。2. 購入金額について
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。
【アセットマネジメント One について】
アセットマネジメントOne株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、
みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社（以下、総称して「統合4社」
）が統合し、2016年10月1日に発足した資
産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高は約54兆円と国内有数の規
模を誇ります。
統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、グローバル
運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関
投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。
ＨＰ：http://www.am-one.co.jp/
※運用資産残高は2020年9月末時点。
商 号 等／ アセットマネジメントOne株式会社
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
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