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ポートフォリオ構築状況について
2017年9月7日、「世界ｅコマース関連株式オープン（愛称：みらい生活）」は、当初設定額約
21億円で運用を開始しました。運用開始にあたり、ファンドマネジャーからのメッセージをご紹
介します。

ファンドマネジャーからのメッセージ
当面は2大ｅコマース大国に注目
現状のポートフォリオは、米国・中国という「2大ｅコマー
ス大国」に本拠地を構える企業を中心に、日本や欧州
も加え、こうした消費体系の変化を販売面でリードして
いくと判断される企業群、決済や物流面でのサポートに
欠くことのできないと調査される企業群を中心にポート
フォリオを構築しています。
eコマース市場は販売面でもそれをサポートするインフラ
面でも「新たなサービス」「新たな技術」が登場してくる可
能性が高いと考えられる分野であることから、それらの点
も重点的に調査しつつ、引き続きｅコマース市場で「成
長」を続けると判断される企業をグローバルに選別し、積
極的に投資を行っていく所存です。
ミレニアル世代*がけん引、米ｅコマース市場
米国については、ミレニアル世代の消費構造が今後の米
国経済の鍵を握っており、そのミレニアル世代には2つの
特徴があるといわれています。1つは、スマートフォンを身
近なツールとして育った世代であること、もう一つは、「時
間を大切にすること（＝消費の観点からは店舗に行っ
て購買する時間を嫌うこと）」です。どちらもｅコマース市
場をけん引する構造的な要因になっていると考えられま
す。こうした中、アマゾンのような「何でも購入できる汎用
型」ｅコマースを筆頭に、家具専門のｅコマース、スポー
ツ観戦・コンサート向けチケットの合法的な「転売サイト」、
映画・スポーツ中継や音楽のストリーミング配信（自分
のスマートフォンを通して購入しその場で視聴）といった
ｅコマース独特のサービスが急成長を遂げています。
＊ミレニアル世代とは、主に米国で1980年代から2000年代
初頭に生まれた10代、20代の若者の総称。

巨大なｅコマース市場を有する中国
中国については、10億人超の人口を抱える「巨大な消
費市場」という事実に加えて、そもそも店舗型消費の文
化が未発展（＝店舗の質が先進国対比で明確に劣る
水準）という状況下、ここ20年での著しい経済成長に
より消費者の購買力が上昇し、その消費が向かう先が
未発展な店舗ではなく先進国と同じように発展してきた
ｅコマースという点に着目しています。
同時に、中国市場においては、売買されている品物・
サービスに対する真偽性に常に注意する必要があること
を中国の消費者は十分に承知しており、だからこそ実際
に購買を決定するために「他社との比較・研究」を常に
行う必要性があり、これにはｅコマースの仕組みが最適
であるために、先進国以上にｅコマースが浸透しやすい
市場特性があると考えます。
成長余地の大きい日本のｅコマース市場
日本については、日本の消費市場におけるeコマースの
比率は欧米や中国に比べてまだ低く、今後も成長が見
込まれます。国土や文化、流通構造を踏まえると、日本
のｅコマース市場においては、ファッションや趣味･嗜好品
などに特化した分野や伝統的販売スタイルを打破する
サービス分野などが特に育ち易い環境にあると考え、該
当企業に注目しています。日本株式においては、規模
の大きさではなく、成長率の高さに着目した投資を行っ
ていく方針です。
新たなサービス・技術が期待されるｅコマース市場
eコマース市場は販売面でもそれをサポートするインフラ
面でも「新たなサービス」「新たな技術」が登場してくる可
能性が高いと考えられる分野であることから、それらの点
も重点的に調査しつつ、引き続きｅコマース市場で「成
長」を続けると判断される企業をグローバルに選別し、積
極的に投資を行っていく所存です。

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行う、または保有を継続する
とは限りません。
※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページをご
覧ください。
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
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組入上位銘柄
順位

銘柄名

組入比率
（％）

国

業種

4.9

1

マスターカード

米国

ソフトウェア・
サービス

2

Cトリップ・ドット・コム・
インターナショナル

中国

小売

4.8

3

アリババ・グループ・
ホールディング

中国

ソフトウェア・
サービス

4.8

4

ビザ

米国

ソフトウェア・
サービス

4.8

5

ペイパル・
ホールディングス

米国

ソフトウェア・
サービス

4.8

6

アマゾン・ドット・コム

米国

小売

4.8

7

テンセント・
ホールディングス

中国

ソフトウェア・
サービス

4.7

8

スタートトゥデイ

日本

消費者サービ
ス

4.1

9

イーベイ

米国

ソフトウェア・
サービス

3.9

10

プロロジス

米国

不動産

3.8

銘柄紹介
クレジットカード世界大手。eコマースの普及拡大による利用者のオンライン決済への
移行加速を背景に、現行のクレジットカード事業と同様にｅコマースにおいても「主
要プレーヤー」としての地位を確保することを最大戦略の一つに掲げています。eコ
マースの市場規模拡大の恩恵を受けると考えられる企業として注目しています。
中国最大のオンライン旅行会社で、利用者は同社が運営する「Ctrip.com」を通
じて航空券やホテルの予約を行うことができ、その取扱高は中国最大。2015年に
業界2位だった競合他社を買収することで、今や同国における業界地位は圧倒的
な存在となっています。中国eコマース市場のより一層の拡大に恩恵を受けると考え
られる企業として注目しています。
中国最大のｅコマースプラットフォーム運営会社で、運営するインターネットショッピン
グモール「TMALL.COM」の総取引高は中国最大。また、中国国内では、
「Taobao.com」「Alibaba.com」といった種類の異なるプラットフォームを有するだ
けでなく、近年は東南アジア最大のｅコマースプラットフォームである「Lazada」を買
収し事業拡大を図るなど、今後の成長性に注目しています。
クレジットカード世界大手。eコマースの普及拡大による利用者のオンライン決済への
移行加速を背景に、現行のクレジットカード事業と同様にｅコマースにおいても「主
要プレーヤー」としての地位を確保することを最大戦略の一つに掲げています。eコ
マースの市場規模拡大の恩恵を受けると考えられる企業として注目しています。
グローバルで普及加速している世界を代表するオンライン決済サービス会社。同じく
オンライン決済ビジネス普及に力を入れている大手クレジットカード会社も提携する
程の揺るぎないブランド力を誇っており、eコマースの市場規模拡大に伴う決済額増
大の恩恵を受けると考えられる企業として注目しています。
オンライン小売業者で、書籍、音楽、電子機器、家庭・園芸用品など多岐にわたる
製品を販売しています。アマゾン・キンドル（Amazon Kindle）という電子書籍事
業も展開しており、現在では販売している印刷本よりも高い売上高となっています。
また、2017年に高級スーパーのホールフーズ・マーケットを買収しており、食品配送
事業への参入を試みるなど、新たな事業領域へも積極的に進出していることに注目
しています。
中国最大のインターネット複合サービス会社です。収益の柱であるゲーム事業では
多彩なタイトルをコンスタントに発表し、近年のモバイルゲーム市場の急成長の恩恵
を最も受けるとみています。また「WeChat」をはじめとしたソーシャルプラットフォームに
よる巨大なモバイルユーザーベースや独自のオンライン決済手段である「Tenpay」を
所有するなど、幅広くプラットフォームを構築していることが、今後の成長期待につな
がっていくと考えています。
日本最大のファッションサイト「ZOZOTOWN」を運営しています。取扱ブランドの
ジャンル拡大、決済手段の充実などにより、売上高はここ数年年率3～4割のペー
スで増加しています。日本のファッションEC化率は欧米に比べて低く、今後の市場成
長余地は大きいと考えています。
世界的なネットオークション会社で、世界中の売り手が商品を出品し、買い手が商
品を検索するためのプラットフォームを提供しています。今後eコマース市場の拡大が
見込まれるなか、提供するサービスの需要も増加すると考えています。
米国を中心にグローバルに物流倉庫を展開する会社。アマゾンも主要顧客の一つ。
近年はｅコマースの普及拡大を背景に物流施設の戦略的なマネジメントが成功の
カギとなる中で、グローバルサプライチェーンの構築に不可欠かつ効率的な物流オペ
レーションを可能とする事業が今後とも注目されます。

組入銘柄数40銘柄
※2017年9月8日時点
※国は主な拠点がある国、業種は世界産業分類基準（GICS）に基づいています。
※組入比率は、組入株式全体を100％とした割合です。
※カテゴリーはアセットマネジメントOneの分類に基づいています。

カテゴリー
消費サービス関連銘柄
消費インフラ関連銘柄

※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行う、または保有を継続すると
は限りません。
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ポートフォリオの状況
国・地域配分比率

英国

その他

6%

12%

通貨別配分比率
ユーロ 豪ドル
英ポンド
5%
3%
6%
香港ドル
7%

米国

日本

46%

14%

米ドル

日本円

66%

13%

中国
22%

カテゴリー別配分比率

業種別配分比率

その他
消費者サー
消費インフラ

消費サービス

ビス

44%

56%

8%

19%

ソフトウェア・
サービス
40%

不動産
9%

小売
25%

※2017年9月8日時点
※国・地域は主な拠点がある国・地域を指しています。
※業種は世界産業分類基準（GICS）に基づいています。
※比率の合計は四捨五入の関係で100％とならない場合があります。
※カテゴリーはアセットマネジメントOneの分類に基づいています。
※各比率は、組入株式全体を100％とした割合です。

※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の組入れを行う、または保有を継続
するとは限りません。
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【当資料で使用している分類について】世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）及びStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）によ
り開発された、MSCI及びS&Pの独占的権利及びサービスマークであり、[ライセンシー]に対し、その使用が許諾されたものである。MSCI、S&P、及び、GICS 又はGICS
による分類の作成又は編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準及び分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保
証をなさず、これらの当事者は、かかる基準及び分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性及び特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的
に排除する。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、及び、GICS 又はGICSによる分類の作成又は編纂に関与した第三者は、いかなる
場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含む。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一
切の責任を負うものではない。
※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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販売会社（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。）
2017年9月21日時点

○印は協会への加入を意味します。

商号
三井住友信託銀行株式会社
株式会社しん証券さかもと
島大証券株式会社
髙木証券株式会社
三津井証券株式会社

登録番号等
登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5号
金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号
金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号

一般社団法
一般社団法 一般社団法
日本証券業
人第二種金
人日本投資 人金融先物
協会
融商品取引
顧問業協会 取引業協会
業協会
○
○
○
○
○
○
○

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

備考

（原則、金融機関コード順）

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。
●当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（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。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。

※分配金に関する留意事項、ファンドの投資リスク、お申込メモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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