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平素は、「インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2021年10月25日の決算において、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、収益分配金を20円（税引前、
1万口当たり）と決定しました。

※基準日：2021年10月25日
※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。

※期間：2014年7月8日（設定日前営業日）～2021年10月25日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したものとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

分配金実績

騰落率

運用実績

※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払い
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。

2021年10月25日時点

基準価額

6,675円

純資産総額

43億円

第1期

（2014年8月25日）

第2期（2014年9月24日）～

第73期（2020年8月24日）

第74期（2020年9月23日）～

第86期（2021年9月24日）

第87期

（2021年10月25日）

設定来累計

分配金

0円 各50円 各30円 20円 4,010円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

2.95% 4.88% 8.82% 26.36% 13.54% 14.44%
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※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※上記の見通しについては、作成時点のものであり市況の変動などにより、予告なく変更する場合があります。

今後の見通し

米国国債
（0.1％）

米国投資適格
社債（0.2%）

米国株式（1.9％）

【米国各種資産の推移】

※期間：2021年6月29日～2021年9月29日（日次）
※2021年6月29日を100として指数化。 （ ）内は当期間の騰落率。
※各資産の指数についてはP3の「当資料における使用指数」をご覧ください。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

米国ハイイールド
社債（1.1％）

（年/月/日）

（年/月/日）

（１）投資対象資産

米国国債市場、米国投資適格社債市場はともにほぼ横ば
いでした。7月は、FRB（米連邦準備制度理事会）による
早期の量的緩和縮小観測が後退したことなどを背景に上昇
（利回りは低下）しましたが、その後は方向感に欠ける展開
となりました。足もとはFOMC（米連邦公開市場委員会）
の結果を受け、米金融政策の早期正常化観測が広がったこ
となどから下落しました。

米国ハイイールド社債市場は、FRBによる早期の量的緩和
観測が後退したことなどから上昇（利回りは低下）しました。
しかし９月に入り、中国不動産大手の経営不安に伴うリスク
回避の動きや、米金融政策の早期正常化観測が広がったこ
となどから上昇幅を縮小しました。

米国株式市場は上昇しました。7月中旬以降、新型コロナウ

イルス変異株による感染拡大が嫌気されて下落する場面が

あったものの、その後は雇用統計が市場予想を上回ったことな

どが好感され、上昇しました。9月は中国不動産大手の経営

不振に伴うリスク回避の動きや、米金融政策の早期正常化

観測が広がったことなどから下落し、上値は限られました。

足もとの投資環境（2021年7月～2021年9月）

豪ドル
（▲4.3％)

カナダドル
（▲2.8％）

メキシコペソ
（▲3.2％）

（注）上記グラフは、インカムビルダーの基準価額算出と平仄を合わせる
ため、2021年6月29日から2021年9月29日までの期間を表示
しています。

【非米ドル通貨／米ドルの為替レート】

※期間：2021年6月29日～2021年9月29日（日次）
※2021年6月29日を100として指数化。（ ）内は当期間の騰落率。

（年/月/日）

【米ドル／円、世界10通貨／円の為替レート】

米ドル（1.2％）

世界10通貨
（▲1.2％）

※期間：2021年6月30日～2021年9月30日（日次）
※2021年6月30日を100として指数化。（ ）内は当期間の騰落率。
※世界10通貨とは、取引対象通貨10通貨（米ドル、ユーロ、英ポンド、
カナダドル、豪ドル、インドネシアルピア、メキシコペソ、インドルピー、ロシ
アルーブル、ブラジルレアル）を均等に配分したもの。

（注）上記グラフは、インカムビルダーの基準価額算出と平仄を合わせる
ため、2021年6月29日から2021年9月29日までの期間を表示
しています。

（２）為替

非米ドル通貨／米ドルは下落しました。世界的に新型コロナ

ウイルス変異株の感染が拡大したことを背景に、リスク回避の

動きが広がり、米ドル買いが優勢となる場面がありました。

米ドル／円は、上昇しました。7月は、早期の量的緩和開始

観測が後退し米長期金利が低下したことなどから、米ドル売

りが優勢となりました。その後、好調な米雇用統計が発表さ

れたことなどに加え、足元では米金融政策の早期正常化に

伴う米長期金利の上昇を受けて上昇しました。

取引対象10通貨は、対円でまちまちの動きとなりましたが、

平均では取引対象通貨安円高となりました。

非米ドル通貨安

非米ドル通貨高

米ドル高
世界10通貨高

米ドル安
世界10通貨安
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米国経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種が順調に進む

中、大規模な財政支援等を背景に、セクターによりまちまちな

がら回復の兆しがみられています。経済活動の再開により企業

業績の回復が見込まれることは、社債市場の下支え要因にな

ると考えられます。ただし、足元では中国不動産大手を巡る信

用不安が市場の変動要因となっており、中国当局による規制

強化の動きなどには留意する必要があると考えます。
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ファンドの特色

世界（日本および新興国を含みます。以下同じ。）の債券・株式等に実質的に投資を行い、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。

Ⅰ.世界の債券・株式等を実質的な投資対象とし、投資環境に応じて投資配分比率を機動的に変更します。

◆インカム（利子・配当）を重視して幅広い資産に投資します。

●世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と、値上がり益の獲得を目指します。

＜主要投資対象資産＞

国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT

※上記に記載した資産が組み入れられない場合や上記以外の資産が組み入れられる場合があります。

◇株式、REIT等への投資は、信託財産の純資産総額の35％を上限とします。

◇新興国の資産にも投資を行う場合があります。

◆投資環境に応じて機動的に資産配分を変更します。

●マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債

券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。

◇債券への投資を中心に、投資環境に応じ、高い配当利回りが期待できる株式等にも投資を行います。

◆徹底した個別銘柄分析により投資銘柄を発掘します。

●徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。

Ⅱ.ルーミス・セイレス社が実質的な運用を行います。

◆各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」における世界の債券・株式等の運用は、ルー

ミス・セイレス社が行います。

◆ 「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が行います。

Ⅲ.為替取引を活用し、世界の１０通貨への投資効果を追求します。

◆各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では、債券・株式等に投資を行う一方で、各国の通貨から選定した通貨

（以下「取引対象通貨」といいます。）への投資効果を追求するため、為替取引を行います。

●取引対象通貨への投資効果を得るため、外国投資信託において「米ドル売り／取引対象通貨買い」の為替取引を行いま
す。なお、取引対象通貨のうち、米ドル分については為替取引を行いません。

●外国投資信託における為替取引（米ドル売り／取引対象通貨買い）は、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
パニーが、取引対象通貨の選定・管理はアセットマネジメントOneがそれぞれ行います。

◆各ファンドは、上記の為替取引により、「米ドルと取引対象通貨の短期金利差の影響」に加え「取引対象通貨と円、および米ド

ル以外の保有資産通貨と米ドルの為替変動の影響」を受けます。

Ⅳ.決算頻度に違いのある2つのファンドから選択いただけます。

◆各ファンド間のスイッチング（乗換え）が可能です。
※販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合、スイッチングの取扱いを行わない場合等があります。詳しくは、後掲

の「お申込みメモ」をご参照ください。

毎月決算型 毎月23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。

年1回決算型 毎年4月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

〈詳細については、ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。〉
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当資料における使用指数
【米国株式】S&P 500種指数（配当込み）、【米国ハイイールド社債】ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス、
【米国投資適格社債】ブルームバーグ米国社債インデックス、【米国国債】FTSE米国債インデックス
■S&P 500種指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーン
ズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、
明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P 500種指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。■ICE Data
Indices, LLC（「ICE Data」）、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、明示又は黙示のいずれかを問わず、インデックス、インデックス・データ、及びそれらに含ま
れ、関連し、又は派生する一切のデータを含めて、商品性又は特定の目的若しくは使用への適合性の保証を含む一切の表明及び保証を否認します。ICE Data、その関係
会社又はそれらの第三者サプライヤーは、インデックス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適切性、正確性、適時性又は完全性について、なんら損害賠償又は責
任を負わず、インデックス、インデックス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状有姿において提供されるものであり、自らの責任において使用いただくものです。ICE Data、
その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、アセットマネジメントOne（株）又はその製品若しくはサービスを後援、推薦又は推奨するものではありません。
■「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国社債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services
Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne（株）による特定の目的での使用
のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne（株）とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブ
ルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。■FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed
Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、FTSE Fixed Income
LLCが有しています。
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●各ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。
これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

●各ファンドは、有価証券での運用に加えて、為替取引による複数の通貨運用も行う投資信託です。なお、各ファンドの主
要投資対象は、世界の債券・株式等です。

世界通貨分散コースの運用のイメージ

通貨選択型ファンドに関する留意事項

世界通貨分散コースの収益源について

※上記のイメージ図は、通貨選択型の投資信託の運用の仕組みを分かり易く表したものであり、実際の運用においては、ファンド・オブ・ファンズ方式
により運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式については、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの仕組み」をご参照ください。

※ B の為替取引により、取引対象通貨の対円での為替変動リスクが発生することに留意が必要です。

各ファンド

取引対象通貨

世界の債券・
株式等

為替変動 為替取引※

世界の債券・株式等への
投資による損益

お申込金

収益分配金
一部解約金等

投資

＜通貨選択型の投資信託のイメージ図＞

A

C B

収益を
得られる
ケース

・取引対象通貨が対円で上昇（円安）

・米ドル以外の保有資産通貨が対米ドルで
上昇（米ドル安）

損失や
コストが
発生する
ケース ・取引対象通貨が対円で下落（円高）

・米ドル以外の保有資産通貨が対米ドルで
下落（米ドル高）

債券・株式等の
価格の上昇

プレミアム
（短期金利差相当分の収益）

の発生
為替差益の発生

債券・株式等の
価格の下落

コスト
（短期金利差相当分の費用）

の発生
為替差損の発生

※1 為替取引の取引時点における短期金利差による影響を示しています。なお、一部の新興国の通貨では、当局の規制などを背景
として機動的に外国為替予約取引を行うことができないため、原則として直物為替先渡取引（NDF）を活用しますが、NDFを
用いた場合の為替取引によるプレミアム／コストは、通貨間の短期金利差から想定されるものと大きく異なる場合があります。

※2 外国投資信託が保有する資産のうち、米ドル以外の通貨建資産については、対米ドルでの為替変動リスクを有します。

（注）市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

＊各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める通貨選択型ファンドに該当しますが、選択できるコースは世界通貨
分散コースのみであり、投資者が取引対象通貨を選択することはできません。

収益の

源泉
＝

世界の債券・株式等

＋

為替取引※1

＋

為替変動

世界の債券・株式等への
投資による損益

（値上がり／値下がり、利子・配当収入）

取引対象通貨と米ドルの
短期金利差による
プレミアム／コスト

「取引対象通貨と円」、および
「保有資産通貨と米ドル※2」の

為替変動による為替差益／為替差損

取引対象通貨
の短期金利 ＞

米ドルの
短期金利

取引対象通貨
の短期金利 ＜

米ドルの
短期金利

A CB

4

投資者
（受益者）
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

インカムビルダー（毎月決算型）／（年1回決算型）世界通貨分散コース

収益分配金に関する留意事項

普通分配金 ：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ

減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が
支払われるイメージ

投資信託の純資産

分配金

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合
があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する
場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金

投資者
（受益者）の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後
基準価額

（個別元本）

投資者

（受益者）の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後
基準価額

（個別元本）

*500円
（③＋④）

10,500円

期中収益
（①＋②）

100円

10,600円

前期決算日 当期決算日
分配前

*分配対象額
500円

*80円

*420円
（③＋④）

10,400円

10,300円

前期決算日 当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

*80円を
取崩し

*分配対象額
420円

配当等収益
（①）20円

※元本払戻金（特別分
配金）は実質的に元本
の一部払戻しとみなされ、
その金額だけ個別元本
が減少します。また、元
本払戻金（特別分配
金）部分は非課税扱い
となります。

分配金額と基準価額の関係（イメージ）
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10,500円

*50円

*450円
（③＋④）

期中収益
（①＋②)50円

10,550円

10,450円

前期決算日 当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

*50円を
取崩し

*分配対象額
450円

分配金100円10,500円

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となって
います。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計
額でご判断ください。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご留意ください。

ケースA：分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円
ケースB：分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC：分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円＝▲100円

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

分配金100円

*500円
（③＋④）

ケースA ケースB ケースC
＜前期決算日から基準価額が上昇した場合＞ ＜前期決算日から基準価額が下落した場合＞

10,500円

分配金100円

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

*500円
（③＋④）

*500円
（③＋④）

基
準
価
額



ファンド通信
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インカムビルダー（毎月決算型）／（年1回決算型）世界通貨分散コース

資産配分リスク

各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、世界のさまざまな債
券・株式等に資産配分（債券におけるセクター配分を含みます。）を
行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の
資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下
落する可能性があります。

金利変動リスク

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債券等
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債
券等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。

信用リスク

各ファンドが実質的に投資する債券等の発行体や株式の発行企業が、
財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金等をあらかじ
め決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはその可能性
が高まった場合等には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有す
る資産の通貨配分にかかわらず、保有資産に対して、原則として米ドル
売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。この為替取引により、
取引対象通貨対円での為替変動の影響に加え、外国投資信託が米
ドル以外の通貨建資産を保有している場合は、当該通貨対米ドルでの
為替変動の影響を受けます。したがって、取引対象通貨が円に対して
下落した場合や、外国投資信託が保有する米ドル以外の保有資産通
貨が米ドルに対して下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落す
る要因となります。また、取引対象通貨が円に対して下落した際に、同
時に外国投資信託が保有する米ドル以外の保有資産通貨が米ドルに
対し下落した場合には、双方の為替変動の影響により二重に損失が発
生することになります。なお、取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期
金利より低い場合、取引対象通貨の短期金利と米ドルの短期金利の
金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。

流動性リスク

規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあ
たっては、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または
購入）することができない可能性があります。
各ファンドが実質的に投資する債券・株式等において流動性が損なわ
れた場合には、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。

カントリーリスク

各ファンドの実質的な投資先の国（地域）や為替取引の対象国にお
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。

株価変動リスク

各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、各ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが実質的に
投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、各ファンドの基
準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

転換社債の価格変動リスク

各ファンドが実質的に投資する転換社債の価格が下落した場合には、
各ファンドの基準価額が下落する要因となります。

資産担保証券の価格変動リスク

各ファンドが実質的に投資する資産担保証券の価格が下落した場合に
は、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。

バンクローンの価格変動リスク

各ファンドが実質的に投資するバンクローンの価格が下落した場合には、
各ファンドの基準価額が下落する要因となります。

不動産投資信託証券の価格変動リスク

各ファンドが実質的に投資する不動産投資信託証券の市場価格が下
落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。

※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。

ファンドの投資リスク

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（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。

各ファンドが実質的な投資対象とするハイイールド社債、

新興国の債券、資産担保証券、バンクローン等は、格

付けの高い国債等への投資を行う場合と比較して、金

利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等が大きくなる

可能性があります。
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基準価額の変動要因
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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。）

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。

購入・換金申込

不可日

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付

を行いません。

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

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（換金の請求金額が多額な場合を含みま

す。）、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 2028年4月21日まで（2014年7月9日設定）

繰上償還

各ファンドが主要投資対象とする、約款に定める指定投資信託証券のうち外国投資信託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。

また、各ファンドにおいて信託契約の一部解約により、受益権の口数が30億口を下回ることとなる場合等には、繰上償還すること

があります。

決算日
毎月決算型

毎月23日（休業日の場合は翌営業日）

年1回決算型

毎年4月23日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎月決算型

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。

年1回決算型

年1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

各ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング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。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニア

NISA」の適用対象です。

※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。

スイッチング
販売会社が定める単位にて、各ファンド間で乗り換え（スイッチング）が可能です。

※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があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

お申込みメモ 他

◆お申込みメモ
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◆お客さまにご負担いただく手数料等について①

ご購入時

購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、
販売会社に支払われます。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

スイッチング

手数料
スイッチング時の購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金がかかります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金時

換金時手数料 ありません。

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0.2％の率を乗じて得た額とします。

（ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。）

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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商 号 等 ： 丸三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号

加入協会 ： 日本証券業協会

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

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは ■設定・運用は
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■受託会社 みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等を行います。

211013JS394115ファンド通信

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用
（信託報酬）

各ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243％（税抜1.13％）

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0.585％程度

※各ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用管理費用等には、年次等による最低費用等（副為
替管理会社に支払う最低費用 年間75,000米ドル等）が設定されているものがあり、外国投資信託の
純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。

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1.828％程度（税込）

※上記は各ファンドが純資産総額相当額の外国投資信託を組み入れた場合について算出したもので、実
際の組入比率により異なります。また、この他に定率により計算されない「その他費用等」があります。

その他の費用・

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。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.40％
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
価額の算出等の対価

販売会社 年率0.70％
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03％
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
行等の対価

◆お客さまにご負担いただく手数料等について②

• 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。

• 各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて実質的に債券や株式等値動きのある有価証券（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。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。

当資料の注意事項

※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。

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。


