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リスク抑制世界8資産バランスファンド「しあわせの一歩」5周年記念資料
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5年前からどう変わった？
生活環境の変化
年表で見る運用実績

約1,800日の軌跡
どんなファンド？ どうして「ブタ」なの？

徹底解剖!
しあわせの一歩
おかげさまで5周年

ファンドの
ポイント
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気温上昇 記録的大雨 地方移住

ゲリラ豪雨などの記録
的大雨が以前よりも多
く観測されており、
2020年の大雨情報は
2016年と比べて約2
倍に増えました。

テレワークが進み地方
での生活を望む人が増
えました。特に若年層
の関心が高く、約48%
が地方への移住を希望
しています。

テレワーク
家具の
買い換え

都内企業のテレワーク
実施率は63.9%とな
り、テレワークが働き方
のスタンダードとなっ
てきました。

家にいる時間が増えた
ことにより生活用品を
充実させようという志
向が高まり、家具の売
り上げは2016年度の
1.8倍となりました。

インターネットの浸透
に伴いオンラインショッ
ピングも広く普及し、そ
の全世帯に占める利用
世帯の割合は過半数に
達しています。

達成度ランキング首位
のフィンランドを筆頭
に、各国でSDGｓ 17の
目標達成に向けた取り
組みが進んでいます。

日本政府は自動運転の
法整備を積極的に行っ
ており、実用化に向けた
開発が進んでいます。

オンライン
ショッピング SDGｓ＊ 自動運転1 2 3 4 5 6 7 8

生活環境・様式も
いろいろ変わりました

＊SDGｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2030年までに持続可能でよりよい世界をめざ す国際目標をさします。
※②記録的大雨：気象庁「記録的短時間大雨情報データベース」、③地方移住：内閣府「第３回新型コロナウイルス感染症の影 響下における生活意識・行動の変化に関する調査（令和3年6月）」、④テレワーク：東京都庁「テレワーク実施率」（2021年9月時点）、⑤家具の買い換え：経済産業

省「商業動態統計」（2020年度）、⑥オンラインショッピング：総務省統計局「家計消費状況調査」（2021年8月分）、⑦SDGｓ： 国際連合「Sustainable Development Report2021」
出所：気象庁、内閣府、東京都庁、経済産業省、総務省、国際連合等の各種情報をもとにアセットマネジメントOne作成

※上記は過去の情報または作成時点における見解であり、     将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

大気中に排出される二
酸化炭素の増加に伴
い、世界の気温は上昇
傾向が続いています。
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4月●GINZA SIX開業
6月●上野動物園でパンダの

　「香香（シャンシャン）」誕生

2月●平昌五輪・パラリンピック開催
6月●米朝首脳会談開催
10月●築地市場より移転の豊洲市場

　が開場

5月●新元号「令和」に
9月●ラグビーワールドカップ

　日本大会開催
10月●消費税率10％に引き上げ

1月●米バイデン大統領就任
2月●日経平均株価が30年半

　ぶりに3万円台回復
6月●上野動物園でパンダの双子

　「暁暁（シャオシャオ）」と
　「蕾蕾（レイレイ）」誕生

7月●東京五輪・パラリンピック
　開催

2月●新型コロナウイルス感染
　拡大

3月●山手線新駅
　「高輪ゲートウェイ」開業
●東京五輪・パラリンピック
　開催の延期決定

9月●菅内閣発足

米長期金利上昇
米中貿易摩擦
による世界景気
鈍化懸念

トランプ
米大統領選出

コロナ・ショック

分配金再投資基準価額
基準価額

生理学・医学賞受賞
日本人ノーベル賞

化学賞受賞
日本人ノーベル賞

※期間：2016年10月21日（設定日前営業日）～2021年9月30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。

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

約1,800日の軌跡
設定から5年、当ファンドは日々の市場環境の変化等に向き合いながらも、
投資哲学である「徹底して分散投資にこだわり、リスクを抑制しながらリターンの積上 げをめざす」ことを大事に守り続けてまいりました。

しあわせの一歩
運用実績の推移

社会イベント
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出所：各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成

※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。

徹底解剖
しあわせの一歩

ブタの貯金箱は
イギリス生まれ！？
14世紀のイギリスでブタの貯金箱は
誕生しました。「豚」を意味する「PIG」
と「赤色の粘土」を意味する「PYGG」
を職人が聞き間違え「PYGG（赤色の
粘土）の貯金箱」を作るはずが「PIG
（ブタ）の貯金箱」を作ってしまったこ
とが始まりともいわれています。

幸運を呼ぶ
ピンクのブタ
ドイツやオーストラリアでは、
大晦日やお正月にピンクの
ブタをもらうと幸せが訪れる
とされています。

プロの投資家（機関投資家）
から注目される運用戦略を
活用しています

＊当ファンドで用いられている基本配分戦略（月次戦略）をさします。

リスクを抑えながら
安定的な運用をめざします
「しあわせの一歩」は、同じ運用戦略で運
用する年率リスク「目標値4%程度」の
ファンドと比べ、目標リスクの低い年率リ
スク「目標値2%程度」のファンドとして
設定しました。

愛称「しあわせの一歩」
とは？
みなさまの将来のしあわせのお手伝
いができれば、との願いを込め、愛
称を「しあわせの一歩」と名付けま
した。

こうして
「しあわせの一歩」は
誕生しました
お客さまから安定的なパフォーマン
スの商品を望む声がありました。リ
スクを抑制して長期で保有いただ
けるような商品を作りたいとの思
いから、当ファンドは誕生しました。

「しあわせの一歩」の運用戦略＊は、年金基金な
ど多くのプロの投資家（機関投資家）のみなさま
にも注目されています。
運用資産残高は機関投資家向けと公募投信を
合わせて、2021年9月末現在で約2.4兆円と、
バランス型のファンドとして国内最大級の規模
を誇ります。

家庭運UP！
ブタは多産といわれることか
らブタをモチーフにしたもの
は家庭運アップに効果がある
とされています。
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※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。

約2,250億円
2021年9月末時点

おかげさまで 5周年
ファンドのポ イントをまとめました
※期間：2016年10月21日（設定日前営業日）～2021年9月30日（日次）

諸費用が
低めに設定
されている

目標とするリスクが
明示されていて
分かりやすい

コロナ・ショックなどの
金融危機局面では
他の資産と比べて
下落幅を抑えられた

市場環境の急変に
対応し大きな下落を
回避することを
めざしている

中長期的に
安定的な基準価額の
上昇をめざしている

しあわせの一歩
純資産総額の推移
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ぼくと全く同じブタが
もう1匹いるみたい！
どこにいるのかな？

答えはP14をみてね。

「しあわせの一歩」をご愛顧いただき
誠にありがとうございます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

正解はこちら（11/5（金）より公開予定）
http://www.am-one.co.jp/pickup/ippo/
202111/answer/

おまけ

まちがい
さがし

2枚の記念写真、
同じはずなのにちょっと違う？
違うところを5個さがしてみよう！
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（原則、金融機関コード順）

○印は協会への加入を意味します。

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

2021年11月1日時点

2021年11月1日時点

2021年11月1日時点

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）

●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、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。

商号 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

PayPay銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社東邦銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第7号 ○

株式会社足利銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社武蔵野銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第38号 ○

株式会社千葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社富山銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社南都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社沖縄銀行 登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○

株式会社北洋銀行 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社大光銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第61号 ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第10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 ○

第一生命保険株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第657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 ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者　北海道財務局長（金商）第1号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第36号 ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26号 ○

商号 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

平塚信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第196号

さがみ信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第191号

芝信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第158号

足立成和信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第144号

城北信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第147号 ○

瀧野川信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第168号

三条信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第244号

甲府信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第215号

諏訪信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第255号

飯田信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第252号

のと共栄信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第30号

福井信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第32号

浜松磐田信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金) 第61号

沼津信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第59号

遠州信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金) 第28号

関信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第45号

瀬戸信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第46号 ○

半田信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第62号

知多信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第48号

豊川信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第54号

碧海信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第66号 ○

蒲郡信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第32号

北伊勢上野信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第34号

桑名三重信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第37号

京都中央信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第53号 ○

播州信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第76号 ○

吉備信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第22号

西中国信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第29号

福岡ひびき信用金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第24号 ○

大川信用金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第19号

佐賀信用金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第25号

株式会社北洋銀行

（ 委託金融商品取引業者 ）   北洋証券株式会社
登録金融機関　北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

商号 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

帯広信用金庫 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第15号

郡山信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第31号

ひまわり信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第49号

福島信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第50号

高崎信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第237号

桐生信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第234号

北群馬信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第233号

しののめ信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第232号

栃木信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第224号

鹿沼相互信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第221号

青木信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金) 第199号

千葉信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第208号

横浜信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第198号 ○
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※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。
※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。
※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。

P10の上から2段目、
左端にいるよ！

211015JS313870販売補助資料

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

▪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
▪ホームページアドレス　http://www.am-one.co.jp/

委  託  会  社 アセットマネジメントOne株式会社
 信託財産の運用指図等を行います。
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。
販  売  会  社   募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報

告書の交付、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金お
よび償還金の支払いに関する事務等を行います。

ご購入時 購入時手数料

購入価額に1.1％（税抜1.0％）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。

ご換金時
換金時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

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） 

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.759％（税抜0.69％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.33％ 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0.33％ 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

※  委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク）に対す
る投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.1485％）が含まれます。

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。

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

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5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、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
ンの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金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

金融商品取引所等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、購
入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す
場合があります。

信託期間 2027年7月12日まで（2016年10月24日設定）

繰上償還 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算日 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日（休業日の場合には翌営業日）

収益分配 年6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。
※ 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

当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。

お客さまにご負担いただく手数料等について 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。

お申込みメモ（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。）

投資信託ご購入の注意

委託会社その他関係法人の概要

照会先

しあわせの一歩

リスク抑制世界8資産バランスファンド

人生100年時代の
サポートに！
ご検討してみては
いかがですか？

愛称：

追加型投信／内外／資産複合

●国内外の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定
的なリターンの獲得をめざします。

●基準価額の変動リスクを年率2％程度に抑えなが
ら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめ
ざします。

国内外の8資産に分散投資

リスク目標値の設定

※当ファンドでは、投資対象資産のうち国内債券、為替ヘッジ先進国債券を「安定資
産」、それ以外の資産を「リスク性資産」とします。

債券

株式

リート

国内債券

国内株式

国内リート

国内

為替ヘッジ
先進国債券

先進国株式

先進国リート

先進国

新興国債券

新興国

新興国株式

安定資産
リスク性資産

※当ファンドが年率2％程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。

基準価額の変動リスクを年率2％程
度に抑えながら、安定的な基準価額
の上昇をめざします。

基準価額変動リスクの目標値（年率） 程度

投資対象資産投資対象資産

2%
ファンドの投資リスク　くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

「資産配分リスク」、「株価変動リスク」、「金利リスク」、「リートの価格変動リスク」、「為替リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」
当ファンドの基準価額は、実質資産配分において収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合や株式市場の変動、金利変動、不動産等の価値や賃
貸収入の増減、為替変動、発行体が収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、市場規模や取引量等により十分な流動性の下で取引を
行えないこと、投資対象国・地域における政治・経済情勢の悪化等により影響を受けますが、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。なお、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。その他の留意点など、
くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金　収益分配金に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）の収益分配金に関する留意点をご覧ください。

P9〜10
ブタさがし
答え

▪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、実質的に株式や債券、不動産投資信託証券（リー
ト）等の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。
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まちがい
さがし

おまけ

リスク抑制世界8資産バランスファンド「しあわせの一歩」5周年記念資料

一
歩
一
歩
、着
実
に
。

5年前からどう変わった？
生活環境の変化
年表で見る運用実績

約1,800日の軌跡
どんなファンド？ どうして「ブタ」なの？

徹底解剖!
しあわせの一歩
おかげさまで5周年

ファンドの
ポイント

販売補助資料　2021.11




