
証券投資信託約款変更のお知らせ 
 
 

 このたび当社では、追加型証券投資信託「アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信」（以

下「当ファンド」といいます。）について、下記の通り信託約款の変更を予定しておりますので、

お知らせいたします。 

 

記 

１．信託約款変更の内容 

主要投資対象とするユーロ円債の組入れ時の格付け制限を緩和するため、および当ファンド

の一部解約の中止・取消しにかかる条件ならびに信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）

することにかかる条件を明確化および追加するため、信託約款に所要の変更を行います。 

 

信託約款の具体的な変更内容は、以下のとおりです（下線部は変更部分を示します。）。 

 

（変更後） （変更前） 

運用の基本方針 
運用方法 
（２）投資態度 

① 主として、以下の性質を有するユーロ円
債への投資を通じて、マネックス フルトン 
アジア ファンドの値動きに連動した投資
成果の獲得を目指します。 

ａ．絶対収益の獲得を目指して、主に、
日本を含むアジア（オセアニアなどの
太平洋地域を含みます。）の資産に投
資するヘッジファンドを組入れ、運用
を行うマネックス フルトン アジア 
ファンドの値動きに連動します。 

ｂ．原則として、償還期限を有しますが、
償還期限の変更もしくは同一性質で
の再発行を適宜行うことができます。

② 主要投資対象とするユーロ円債は、組入
れ時にA-またはA3以上の格付けを得ている
発行体が発行するユーロ円債を投資適格と
して投資対象とすることを基本とします。
（格付けは、スタンダード・アンド・プア
ーズ社あるいはムーディーズ・インベスタ
ーズ・サービス社による格付けを基準にし
ます。ただし、これらの格付けがない場合
には、委託者または約款第 25 条の規定によ
り運用の指図に関する権限の一部の委託を
受けたものが当該格付けと同等の信用度を
有すると判断したものを含みます。） 

③ 原則として、投資適格のユーロ円債の組
入れ比率を高位に保つことを基本としま
す。ただし、組入れたユーロ円債の発行体
の格付けが大きく低下した場合等には、組
入れたユーロ円債の銘柄の入替え（ユーロ
円債の発行体の変更を含みます。）や、当該

運用の基本方針 
運用方法 
（２）投資態度 

① 主として、以下の性質を有するユーロ円
債への投資を通じて、マネックス フルトン 
アジア ファンドの値動きに連動した投資
成果の獲得を目指します。 

ａ．絶対収益の獲得を目指して、主に、
日本を含むアジア（オセアニアなどの
太平洋地域を含みます。）の資産に投
資するヘッジファンドを組入れ、運用
を行うマネックス フルトン アジア 
ファンドの値動きに連動します。 

ｂ．原則として、償還期限を有しますが、
償還期限の変更もしくは同一性質で
の再発行を適宜行うことができます。

② 主要投資対象とするユーロ円債は、組入
れ時にAA-またはAa3以上の格付けを得てい
る発行体が発行するユーロ円債を投資適格
として投資対象とすることを基本としま
す。（格付けは、スタンダード・アンド・プ
アーズ社あるいはムーディーズ・インベス
ターズ・サービス社による格付けを基準に
します。ただし、これらの格付けがない場
合には、委託者または約款第 25 条の規定に
より運用の指図に関する権限の一部の委託
を受けたものが当該格付けと同等の信用度
を有すると判断したものを含みます。） 

③ 原則として、投資適格のユーロ円債の組
入れ比率を高位に保つことを基本としま
す。ただし、組入れたユーロ円債の発行体
の格付けが大きく低下した場合等には、組
入れたユーロ円債の銘柄の入替え（ユーロ
円債の発行体の変更を含みます。）や、当該



（変更後） （変更前） 

ユーロ円債を途中売却することがありま
す。この場合、当ファンドの運用方針が達
成されない可能性があります。 

④ 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。 

⑤ マネックス フルトン アジア ファンド
が償還した場合（償還することが決定され
た場合を含みます。）および設定を取りやめ
た場合には、信託契約を解約し、信託を終
了します。 

⑥ 運用に関する権限の一部（円の余資運用
以外の運用に関する権限）を、フルトン・
ファンド・マネジメント・カンパニー・リ
ミテッドに委託します。 

 

ユーロ円債を途中売却することがありま
す。この場合、当ファンドの運用方針が達
成されない可能性があります。 

④ 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。 

⑤ マネックス フルトン アジア ファンド
が償還した場合および設定を取りやめた場
合には、信託契約を解約し、信託を終了し
ます。 

 
⑥ 運用に関する権限の一部（円の余資運用
以外の運用に関する権限）を、フルトン・
ファンド・マネジメント・カンパニー・リ
ミテッドに委託します。 

 

信託契約の一部解約 
第49条 受益者は、各月の特定日を解約請求受

付日として、当該特定日の属する月の前々
月の21日（休業日の場合は翌日以降の 初
の営業日とします。）から当該特定日の属
する月の前月の20日（休業日の場合は直前
の営業日とします。）までの期間において、
自己に帰属する受益権につき、委託者に対
し、委託者自らが定める単位もしくは委託
者の指定する証券会社および登録金融機
関が委託者の承認を得て定める解約単位
をもって一部解約の実行を請求すること
ができます。 

② （略） 
③ （略） 
④ 前項の一部解約の価額は、解約請求受付

日（特定日）の翌営業日の基準価額から当
該基準価額に 0.5％の率を乗じて得た信託
財産留保額を控除した価額とします。 

⑤ 委託者は、マネックス フルトン アジア 
ファンドが信託を終了（償還）することを
宣言した場合、一部解約の請求金額が多額
な場合、証券取引所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（適正な価格での組入れユ
ーロ円債の売却が困難な場合等を含みま
す。）は、第１項による一部解約の請求の
受付けを中止すること、およびすでに受付
けた一部解約の実行の請求の受付けを取
り消すことができます。なお、マネックス 
フルトン アジア ファンドが信託を終了
（償還）することを宣言した場合には、信
託の終了を宣言した日より、当該信託の終
了日までの期間、委託者は第１項による一
部解約の請求の受付けを中止することが
できるものとします。また、販売会社の判
断により、解約の中止および取り消しを行
う場合があります。 

⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受

信託契約の一部解約 
第49条 受益者は、各月の特定日を解約請求受

付日として、当該特定日の属する月の前々
月の21日（休業日の場合は翌日以降の 初
の営業日とします。）から当該特定日の属
する月の前月の20日（休業日の場合は直前
の営業日とします。）までの期間において、
自己に帰属する受益権につき、委託者に対
し、委託者自らが定める単位もしくは委託
者の指定する証券会社および登録金融機
関が委託者の承認を得て定める解約単位
をもって一部解約の実行を請求すること
ができます。 

② （略） 
③ （略） 
④ 前項の一部解約の価額は、解約請求受付

日（特定日）の翌営業日の基準価額から当
該基準価額に 0.5％の率を乗じて得た信託
財産留保額を控除した価額とします。 

⑤ 委託者は、一部解約の請求金額が多額な
場合、証券取引所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、第１項による一部解約の
請求の受付けを中止すること、およびすで
に受付けた一部解約の実行の請求の受付
けを取り消すことができます。なお、販売
会社の判断により、解約の中止および取り
消しを行う場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受



（変更後） （変更前） 

付けが中止された場合には、受益者は当該
受付の中止以前に行った当日の一部解約
の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は、当該受付中止を解除した後の 初
の特定日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、第４項の規定に準じて算
出した価額とします。 

⑦～⑪ （略） 
 

付けが中止された場合には、受益者は当該
受付の中止以前に行った当日の一部解約
の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は、当該受付中止を解除した後の 初
の特定日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、第４項の規定に準じて算
出した価額とします。 

⑦～⑪ （略） 

信託契約の解約 
第50条 委託者は、第５条の規定による信託終

了前にこの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たときまた
はやむを得ない事情が発生したとき（組入
れユーロ円債の銘柄の入替え（ユーロ円債
の発行体の変更を含みます。）ができない
場合、または新たなユーロ円債の発行条件
が受益者にとって著しく不利益な条件と
なるものと委託者が判断した場合等を含
みます。）は、受託者と合意のうえ、この
信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。 

② 委託者は、信託期間中にマネックス フル
トン アジア ファンドが償還した場合（償
還することが決定された場合を含みます。
なお、償還については、この信託における
組入れユーロ円債の全部売却に起因して
実施されることもあります。）および設定
を取りやめた場合には、受託者と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。この場合において、委託者は、あ
らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。 

③ 委託者は、前２項の事項について、あら
かじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約
にかかる知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託契約にかかるす
べての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。 

④～⑦ （略） 
 

信託契約の解約 
第50条 委託者は、第５条の規定による信託終

了前にこの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たときまた
はやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託者は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。 

 
 
 
 
 
② 委託者は、信託期間中にマネックス フル

トン アジア ファンドが償還した場合お
よび設定を取りやめた場合には、受託者と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。 

 
 
 
 
③ 委託者は、前２項の事項について、あら

かじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約
にかかる知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託契約にかかるす
べての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。 

④～⑦ （略） 
 

※信託契約の解約にかかる条件については、「第 50 条 信託契約の解約」の規定以外に、「第

49 条 信託契約の一部解約」の規定において、受益者の一部解約により、当ファンドの受益

権の口数が 10 億口を下回ることとなる場合には、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償

還）させることができると定めています。なお、この規定についての変更はありません。 

 



２．信託約款変更の理由 
ユーロ円債の組入れ時の格付け制限を緩和し、投資対象の拡大を図ることが、当ファンドの

運用を継続するうえで必要であると判断しました。 

また、将来の可能性として、当ファンドがユーロ円債への投資を通じて実質的な投資対象と

する「マネックス フルトン アジア ファンド」が償還することや、保有しているユーロ円債

の適正な価格での売却ができなくなること、またはユーロ円債の銘柄の入替えができなくな

ること等の不測の事態が生じる場合に備え、当ファンドの一部解約の中止および取消しにか

かる条件ならびに信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）することにかかる条件を明確

化および追加することが、当ファンドの円滑な運営および受益者の公平性の確保等に必要で

あると判断しました。 

 

３．変更の予定年月日 

平成 25 年 1月 24 日に変更を行い、平成 25 年 4月 1日より適用する予定です。 

 

４．異議申立て手続きについて 

上記の信託約款変更にご異議のある受益者は、平成 24 年 11 月 28 日から平成 25 年 1 月 15

日までに、当ファンドの委託者である当社に対し書面によりその旨をお申し出下さい。 

上記期間中にご異議のお申し出のあった受益者の受益権の合計口数が、平成 24 年 11 月 28

日の当該信託約款に係る受益権の総口数の二分の一を超えない場合は、平成 25 年 1 月 24 日

をもって信託約款の変更を行い、平成 25 年 4 月 1日より適用いたします。 

 

５．受益権の買取り請求について 

信託約款変更をすることとなった場合、ご異議のお申し出をされた受益者は、当社所定の手

続きに基づいて、当ファンドの受託会社に対し、平成 25 年 1 月 24 日から平成 25 年 2 月 12

日までの間に、自己に帰属する受益権を、当該受益権が有すべき公正な価額（平成 25 年 3 月

25 日を買取り請求にかかる受付日とし、その翌営業日（平成 25 年 3 月 26 日）の基準価額か

ら信託財産留保額を控除した価額）で、当該受益権に係る投資信託財産をもって買い取るべ

き旨を請求することができます。 

 

以上 

 

平成 24 年 11 月 28 日 

 

東京都港区三田三丁目 5 番 27 号 

みずほ投信投資顧問株式会社 


