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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

2月22日～23日に米国、EU（欧州連合）、英国、

カナダなどがロシアに対して制裁措置を発表しました。

ファンドが影響を受ける重要なものは、米国がロシアルー

ブル建ておよび非ルーブル建てロシア国債の取引に制限

を加えたことであり、これには3月1日以降に発行される

債券の流通市場での取引も含まれています。この資本

市場への制裁措置は、CIS（独立国家共同体）*1な

ど他国にも波及することが予想されています。また、バイ

デン米大統領はロシアの軍事資金に大きく関与している

とされる2つの国営銀行、ロシア開発対外経済銀行とプ

ロムスビャズバンクに対する制裁措置も発表しました。さ

らに米欧の金融市場におけるロシア国債や政府機関債

などの取引を禁止しました。今後は米国がルーブルの兌

換＊2を制限するかどうか、また、ロシアの債券の取引禁

止対象が拡大されるかどうか、という2つが重要な焦点に

なると思われます。ロシアがルーブルを米ドルに兌換でき

なくなった場合、ロシアの銀行は米ドルへの依存度に応

じて深刻な影響を受けるとみています。同様に兌換制

限は、先進国通貨建てソブリン債の債務返済能力に

影響を与える可能性があります。加えて発行体固有の

制裁措置の可能性もあるため、さらに複雑になると考え

ています。そして26日には、欧米諸国はロシアの一部銀

行を国際銀行間の送金・決済システムであるSWIFT

（国際銀行間通信協会）から排除することで合意し

ました。これには、ロシア中央銀行が保有する外貨準備

に対する制限も含まれており、同中銀が保有する外貨

資産が凍結されると、ルーブル安に対する為替介入が

難しくなります。また、ロシア企業の貿易決済が制限され

ることで、ロシア産の原油や天然ガス、小麦などの輸出

が滞る事態が想定されます。

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
追加型投信／海外／債券
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

追加型投信／海外／債券

 2月24日、ロシア軍はウクライナの軍事施設に対する攻撃をはじめたと発表し、ロシアによる軍事侵

攻がはじまりました。

 ファンドが実質的に保有しているロシア、ウクライナ債券はポートフォリオの4％程度であることから、

ファンドへの直接的な影響は現時点では軽微と考えます。今後の状況を引き続き注視していきます。

【ロシアへの制裁状況】

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

【ロシア・ウクライナ債券の組入状況】

ロシア・ウクライナのファンドへの影響について

※2022年2月25日時点
※比率はファンドが投資対象とする外国籍投資信託「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の組入評価額に対
する比率です。

出所：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドのデータ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の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記の見通しは作成時点のも
のであり、将来の市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

※上記コメントはフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドからの情報をもとにアセットマネジメントOneが作成

＊1 ソビエト連邦の崩壊時に、ソビエト社会主義共和国連邦を構成していた
15ヵ国のうちバルト三国を除く12ヵ国によって結成された国家連合体

＊2 銀行券や政府紙幣を正貨と引き換えること

銘柄名 通貨 クーポン 償還日 比率 合計

ロシア国債 ルーブル 7.650% 2030年4月10日 1.71%

ウクライナ国債 米ドル 7.375% 2032年9月25日 1.17%

ロシア国債 米ドル 5.625% 2042年4月4日 0.76%

ステート・セービングス・バンク・オブ・ウクライナ 米ドル 9.625% 2025年3月20日 0.73%

4.38%
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※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記の見通しおよび運用方針は作成
時点のものであり、将来の市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

足もとの投資環境

（年/月）
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今後の見通し

不確実性の広がりと極端な流動性低下により、ロシアとウクライナの資産の取引は不健全なものであると考えていますが、

流動性が改善する兆しや制裁措置の影響について分析し、状況を見定めたいと考えています。少なくとも流動性が大きく

低下し、額面を大きく割り込んだ価格で取り引きされている環境下での売却は現時点では考えていません。また、その他の

エマージング国については、商品価格の上昇による恩恵を受ける可能性がある国への投資機会を特に注視しています。し

かし、リスク回避のためにエマージング国の各資産クラスから資金が流出する可能性も考えられるため、エマージング債券市

場全体について楽観的にみているわけではありません。

このような見通しのもと、各国固有の状況等を考慮しながら積極的に投資機会を模索し、ポートフォリオを構築していく方

針です。

※期間：2021年8月31日～2022年2月25日（日次）
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

【ロシアルーブルの推移】

【ロシア10年国債利回りの推移】

（ルーブル/円） （米ドル/ルーブル）

（%）

（年/月）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

2月24日のアジア時間および欧州早朝時間における

取引は大きく調整したものの、市場の反応には、最悪の

シナリオは織り込まれていなかったとみています。また、ロシ

アとウクライナの資産、さらにはエマージングの資産クラス全

般にも大きな不確実性が残っているとみています。24日

のロンドン時間の午前中には、ロシアの先進国通貨建て

ソブリン債が額面100あたり20～45ポイント値下がりしま

したが、実際に取引された様子はほとんどみられませんで

した。

ロシアの自国通貨建て国債市場も大幅に下落しており、

24日には、残存期間5年程度の中期ゾーンで20ポイン

ト以上低くなりましたが、ロシア当局からの買い支えはみら

れませんでした。また、24日時点で一部の海外ブローカー

は、制裁措置を恐れて取引を中止しました。追加制裁

発表後の28日には、ルーブルは25日の終値から一時約

33%安となる1米ドル=110ルーブル付近を記録するな

ど大きく下落しました。

ウクライナの債券も24日以降は大きく下落し、流動性

の低さと不確実性を反映して売りと買いの気配値の差も

拡大しています。2022年9月償還予定の債券は額面

100あたり50～60で取引されていますが、長期債は30

台となっています。ウクライナの現政権はIMF（国際通貨

基金）などを通じて西側諸国からの強力な資金援助を

受けていますが、ロシア寄りの政権になった場合には対外

債務の返済意欲が低下し、実際に返済できなくなること

が懸念されます。

ウクライナ以外ではCIS諸国と中東欧地域の債券にも

価格の下落が広がっています。CIS諸国の債券は、実際

に取引された様子はみられませんが、ベラルーシの債券が

値下がりしています。中東欧では、CDS（クレジット・デ

フォルト・スワップ）が大幅に拡大しています。
※期間：2021年8月31日～2022年2月28日（日次）
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

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

※上記コメントは、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドからの情報をもとにアセットマネジメントOneが作成

価格は下落

価格は上昇

ルーブル安

ルーブル高
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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。

フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの運用実績

（年/月）
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

【基準価額と純資産総額の推移】 【騰落率】

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）の運用実績

【基準価額と純資産総額の推移】

※期間：2006年3月30日（設定日前営業日）～2022年2月28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。
※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。
※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来のファンド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。

【騰落率】

※基準日：2022年2月28日

※期間：2013年9月27日（設定日前営業日）～2022年2月28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。
※2022年2月28日時点での分配金実績はありません。
※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来のファンド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。

※基準日：2022年2月28日

（円） （億円）

（円） （億円）

2,034円

19,716円

14,352円

1ヵ月 -2.4%

3ヵ月 -1.3%

6ヵ月 -2.4%

1年 2.4%

3年 7.1%

5年 17.7%

設定来 97.2%

1ヵ月 -2.5%

3ヵ月 -1.3%

6ヵ月 -2.4%

1年 2.4%

3年 6.8%

5年 17.4%

設定来 43.5%

（年/月）

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

 

当ファンドは、主として外国籍の投資信託証券を通じて、新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資します。実質
的に組み入れた債券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資
元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 
 

１．外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に実質的に投資しま
す。 

◆新興国とは、一般に経済が発展段階にあり、今後も更なる経済成長が期待できる国および地域を指し、エマージング諸国
とも呼ばれています。 

◆新興国債券は、先進国の国債などと比較して信用力が低い一方で、相対的に高い利回りが期待できます。 
 

２．主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。 

◆ケイマン諸島籍外国投資信託｢フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
ド｣(以下｢ボンド・ファンド｣という場合があります。運用：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント 
リミテッド)と国内投資信託｢マネー・マーケット・マザーファンド＊｣(運用：アセットマネジメントOne)に投資します。 

 

＊マザーファンドの入替えのため、投資対象マザーファンドを2022年1月5日に「マネー・マーケット・マザーファンド」から「国内短期
公社債マザーファンド」に変更しました。 

 

◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、原則として、ボンド・ファンド
の組入比率は９０％程度以上とすることを基本とします。 

◆投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。 

◆ボンド・ファンドへの投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから
投資助言および情報提供を受けます。 

※ボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。 

フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの特色 

・新興国の政府または政府機関などが発行する債券に主として投資します。 

・米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の５０％までの範囲で新興国通貨建ての債券にも投資するこ
とで、収益機会の拡大を図ります。 

・対円での為替ヘッジは原則として行いません。 

※新興国政府が発行する債券と同等の投資効果を有する仕組債に投資する場合があります。 
 

３．原則として、毎月１５日(休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、収益の分配を行います。 

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 

◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うことを目標に決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

◆基準価額水準や市況動向などを勘案して、上記の分配金額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加し
て分配する場合があります。 

◇運用状況により分配金額は変動します。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。 

 

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

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。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

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。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　　　・ロンドン証券取引所の休業日

・ニューヨークの銀行の休業日　　　　　　・ロンドンの銀行の休業日

・シンガポールの銀行の休業日　　　　　　・ケイマンの銀行の休業日

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、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・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2028年9月15日まで（2006年3月31日設定）

繰上償還 当ファンドが主要投資対象とするボンド・ファンドが償還した場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合に

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。

・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合

・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合

次のいずれかに該当する場合には、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）することがあります。

・受益権の総口数が20億口を下回った場合

・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る場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 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。

※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 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金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。

※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。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

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となります。

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0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

・実質的な負担：ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.705％（税抜1.6％）程度

※上記はボンド・ファンドを100 ％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて

    変動します。

・当ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）

・投資対象とする外国投資信託：ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％（上限）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われ

    ます。

※信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報

    酬（年率0.05％）が含まれます。

その他の費用・手数料

 

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・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

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支

払われます。

※投資対象とするボンド・ファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、外国投資信託の設定に関する費用等がかかります。

※これらの費用等は、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・上限額等を示すことができま

   せん。

下記の手数料等の合計額、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。

※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。
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

 

当ファンドは、外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資します。実質
的に組み入れた債券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資
元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 
 

１．外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に実質的に投資しま
す。 

◆新興国とは、一般に経済が発展段階にあり、今後も更なる経済成長が期待できる国および地域を指し、エマージング諸国
とも呼ばれています。 

◆新興国債券は、先進国の国債などと比較して信用力が低い一方で、相対的に高い利回りが期待できます。 
 

２．主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。 

◆ケイマン諸島籍外国投資信託｢フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
ド｣(以下｢ボンド・ファンド｣という場合があります。運用：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント 
リミテッド)と国内投資信託｢マネー・マーケット・マザーファンド＊｣(運用：アセットマネジメントOne)に投資します。 

 

＊マザーファンドの入替えのため、投資対象マザーファンドを2022年1月5日に「マネー・マーケット・マザーファンド」から「国内短期
公社債マザーファンド」に変更しました。 

 

◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ボンド・ファンドの組入比率は、
原則として高位とすることを基本とします。 

◆外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。 

◆ボンド・ファンドへの投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから
投資助言および情報提供を受けます。 

※ボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。 

フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの特色 

・新興国の政府または政府機関などが発行する債券に主として投資します。 

・米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の５０％までの範囲で新興国通貨建ての債券にも投資するこ
とで、収益機会の拡大を図ります。 

・対円での為替ヘッジは原則として行いません。 

※新興国政府が発行する債券と同等の投資効果を有する仕組債に投資する場合があります。 
 

３．原則として、年１回(毎年９月１５日。休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、収益の分配を行います。 

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 

◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合などには、
分配を行わないことがあります。 

◇運用状況により分配金額は変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 
 

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります｡ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



ファンド通信

7

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

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。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

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。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　　　・ロンドン証券取引所の休業日

・ニューヨークの銀行の休業日　　　　　　・ロンドンの銀行の休業日

・シンガポールの銀行の休業日　　　　　 ・ケイマンの銀行の休業日

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、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・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2028年9月15日まで（2013年9月30日設定）

繰上償還 当ファンドが主要投資対象とするボンド・ファンドが償還した場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失わ

れた場合には、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。

・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合

・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合

次のいずれかに該当する場合には、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）することがありま

す。

・受益権の総口数が20億口を下回った場合

・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る場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 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 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金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。

※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。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

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となります。

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0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

・実質的な負担：ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.705％（税抜1.6％）程度

※上記はボンド・ファンドを100 ％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状

   況に応じて変動します。

・当ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）

・投資対象とする外国投資信託：ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％（上限）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計

   算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

※信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投

   資顧問報酬（年率0.05％）が含まれます。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・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　・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終

了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※投資対象とするボンド・ファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、外国投資信託の設定に関する費用等がかかり

   ます。

※これらの費用等は、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・上限額等を示すこ

   とができません。

下記の手数料等の合計額、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。

※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。
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 

当ファンドは、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。 

新興国のリスク 

新興国は、格付会社より投機的格付けを付与されている国が多く含まれ、当ファンドも投機
的格付けに相当する国に実質的に投資します。また、新興国の多くは、第二次世界大戦後に
債務不履行を経験しています。 
新興国は、先進国に比べ政治経済情勢などが不安定であり、投資環境の急変により金融市場
に混乱が生じる場合があります。 
その結果、当ファンドの基準価額が予想外に大きく下落したり、運用方針に沿った運用が困
難となることなども想定されます。 

信用リスク 

公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債
などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性が
あります。また、当ファンドは実質的に複数の国に分散投資しますが、特定国および特定地
域における信用力の悪化、債務不履行などの発生が連鎖的に他の新興国に影響を与え、当フ
ァンドの基準価額が著しく下落する可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相
対的に高くなる可能性があります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

特定の投資信託証券 
に投資するリスク 

当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用
成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場
合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
があります。 

※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。 

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。  

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。
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（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。

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

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。

○ 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。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（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、投資者の皆さ
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
る損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

◆ファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
[ファンドの運用の指図を行う者]

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

＜受託会社＞三井住友信託銀行株式会社
[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞フランクリン テンプルトン インベストメント

マネジメント リミテッド

[委託会社に対して投資助言および情報提供
などを行います。]

◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社
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 URL http：//www.am-one.co.jp/

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）
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○印は協会への加入を意味します。
□印は取扱いファンドを意味します。

2022年3月4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、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。

※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。

（原則、金融機関コード順）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年1回決算型）

※P10の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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

フロン
ティア・
ワール

ド・インカ
ム・ファ

ンド

同
（年1回
決算型）

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○ □ □

株式会社イオン銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○ □

株式会社福岡銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第7号 ○ ○ □

株式会社十八親和銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第3号 ○ □

株式会社熊本銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第6号 ○ □

ａｕカブコム証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ □

エース証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第6号 ○ ※3

永和証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第5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 ○ ○ ○ □

岡安証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第8号 ○ □

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○ □ □

寿証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第7号 ○ □

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○ □ ※1

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 ○ □

立花証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第110号 ○ ○ □

大山日ノ丸証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第5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 ○ ○ ○ ○ □

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ □ □

内藤証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○ □

フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第127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 ○ □

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○ □

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○ □

野村證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○ □

松井証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号 ○ ○ □

丸八証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第20号 ○ □

三津井証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第14号 ○ □

三豊証券株式会社 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 ○ □

株式会社トマト銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号 ○ ※1

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○ ※1

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第24号 ○ ○ ※1

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20号 ○ ※1

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第169号 ○ ※1

株式会社新生銀行（委託金融商
品取引業者　　マネックス証券株
式会社）

登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号 ○ ○ □


