
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 

愛称：グレート・アメリカ 
追加型投信／海外／株式 

運用状況のご報告 
●お申込に際しては、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。 
●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。 

■設定・運用は 

2017.10 
ファンド通信 

当セミナーは販売会社が主催しています。当資料はアセットマネジメントOne株式会社がお客様の商品の理解を深めていただくために情報提供を目的としております。アセットマネジメントOne株式会社は、お客様と金融商品取引契約の締結を予
定しておりません。募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）の交付等は、販売会社が行います。投資を行う際は、販売会社から十分な商品説明を受け、投資に係る最終決定はお客さまご自身でご判断ください。 

米国インフラ関連株式ファンド 
＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞ 
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「適温経済」の下で米国株式市場は上昇 

設定来の米国株式市場は、政治・地政学リスクの台頭などにより短期的に左右される局面も見られたものの、 
底堅い米景気と米長期金利の低位安定などを背景に資金流入が継続。IT(情報技術)セクターを中心にグロース株
優位の展開となりました。 

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

※セクター別騰落率は業種別S&P500種指数を使用 
※期間：2017年2月17日（設定日）～2017年9月29日 
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 

【設定来の米国株式市場の騰落率】 
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米国株式は高値圏にあるものの過熱感はみられない 

2016年11月の米国大統領選後、米国株式は高値を更新。一方、割安か割高かを示すバリュエーション指標のひ
とつであるPERは期間平均を下回る水準以下にとどまっています。 

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。 

※期間：1995年1-3月～2017年4-6月（四半期） 
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 

【S&P500種 PER(株価収益率)の推移】 
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引き続き堅調な米国企業業績 

2017年上半期の米国企業業績は堅調さを維持。税制改革など政策面での遅れや天候不順などを受け、一部で予想
を下回る決算が見られたものの、良好なグローバル経済のなか、旺盛な海外需要などが企業利益の伸びをけん引し
ました。 

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。 

※期間：2008年～2018年（年次）、2017年以降はアナリスト予想の集計値。 
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 

【S&P500種 EPS(1株当たり利益)の推移】 

（年） 

（米ドル） 
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米国10年債利回り 

長期金利は低水準で推移 

堅調な米国経済に反してインフレ指標は伸び悩んでおり、FRB(米連邦準備制度理事会)が物価目標に掲げる2%
を下回る状況が継続。これを受けて米国長期金利は概ね低水準で推移しています。 

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。 

※期間：2007年9月29日～2017年9月29日（日次） 

【米国長期金利の推移】 

（年/月） 

（%） 

【米国のインフレ率の推移】 
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※期間：2014年8月～2017年8月（月次） 

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 
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2016年7月予測値(a) 2017年7月予測値(b) 差(b-a)

3.4 3.5 0.1

1.8 2.0 0.2

米国 2.5 2.1 -0.4
日本 0.1 1.3 1.2

ユーロ圏 1.4 1.9 0.5

4.6 4.6 0

中国 6.2 6.7 0.5
インド 7.4 7.2 -0.2

ブラジル 0.5 0.3 -0.2
ロシア 1.0 1.4 0.4

世界

先進国

新興国

悪天候などが米国経済の一時的な下押し要因に 

IMFによる2017年の米国の経済成長予測は前年の予測値から下方修正された一方、世界全体では上方修正。 
1-3月期に米国で続いた天候不順やトランプ政権による景気刺激策実行の遅れが米国経済の一時的な下押し 
材料に。 

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。 

【IMFの2017年経済成長率予測】 

出所：IMF”World Economic Outlook Update 2016 July”、”World Economic Outlook Update 2017 July”のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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企業
○連邦法人税率 35%→20％
○海外所得の課税を原則取りやめ、米国内
　への資金還流を促す
○租税回避地に積みあがった海外留保益に
　１回限りの課税（税率未定）
個人
○最高税率 39.6％→35%
○7段階（10～39.6%）
→3段階（12%、25%、35%）に簡素化
○基礎控除を2倍に拡大

○遺産税(相続税)の廃止

トランプ政権による税制改革で米国経済加速の可能性 

2017年9月トランプ政権と共和党指導部は法人税率を35%から20%に引き下げる税制改革の統一案を正式発表。 
税制改革を嚆矢として景気刺激策が進展すれば、米国経済の成長を再度加速させる可能性があります。 
 

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。 

【トランプ米政権の税制改革案】 【米国企業の租税回避地における海外留保額の実績と試算】 

今回試算 

約0.8兆米ドル※1 

約2.5兆米ドル※1 

※1:2004年は、IRS（米国内国歳入庁）のデータ、2015年はCitizens for Tax Justice“Offshore Shell Games 2016”のデータを使用。ただし、2015年は、Fortune500社について租税回避地に設けられた子会社で
積み上げられた海外留保額。 

※2:2004年に成立した税制優遇措置である本国投資法のもと、租税回避地における海外留保額のうち約5割が資金還流。2015年の租税回避地における海外留保額が同じく約5割資金還流したとの前提で算出。 
※上記試算値は、一定の前提条件に基づくものであり、将来における税収増や資金還流を示唆・保証するものではありません。 
出所：IRS、Citizens for Tax Justice“Offshore Shell Games 2016”、各種報道をもとにアセットマネジメントOne作成 

前回実績 

海外留保額 米国への資金還流額 

約0.4兆米ドル 

約1.1兆米ドル※2 

2004年時点 

2015年時点 

前回と同程度の還流 
割合になった場合… 
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1988年 1998年 2009年 2013年 2017年 

C 
総合評価 

D 
総合評価 

D 
総合評価 

D+ 
総合評価 

D+ 
総合評価 

道路 

都市圏の高速道路では、
約５分の２が混雑、約
５分の１の舗装が劣化
した状態にあります。 

D → D 

橋 

構造的な欠損のある橋
が全体の約9%を占め、
その通行量は毎日180
万台以上にのぼります。 

C+ → C+ 

エネルギー 

石油・ガスのパイプラ
インの事故件数が増え、
安全問題が深刻化して
います。 

D → D 

上水道 

水道管の破裂により、
毎 年 約 60 億 ガ ロ ン
(1,500万世帯を支えら
れる量)の飲料水が漏水
しています。 
 

D → D 

※評価は、高い順からA→Fの５段階 
出所：米国土木学会”2017 Report Card America’s Infrastructure”をもとにアセットマネジメントOne作成 

インフラ総合スコア: 1988年→2017年 

セクター内訳スコア: 2013年→2017年 

米国のインフラ老朽化は依然深刻 

米国土木学会（ASCE）が発表した2017年のインフラスコアは2013年と同様のD+（劣る）。2016年から
2025年までの10年間で約4.6兆米ドルのインフラ投資が不足しており、インフラの改善が望まれる状態です。 

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。 
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名称 日付
経済的損失

（億米ドル）
死者数（人）

アンドリュー 1992年8月 478 61

カトリーナ 2005年8月 1474 1833

サンディ 2012年10月 699 147

マシュー 2016年9月-10月 100 585

ハービー 2017年8月 1500 - 1800 70

イルマ 2017年9月 425 - 650 72

相次ぐハリケーンの襲来で高まるインフラ投資の機運 

2017年8月・9月に米国（テキサス州・フロリダ州）を相次いで襲った大型ハリケーン「ハービー」「イルマ」
の被害が米国経済に与える影響が懸念されるなか、改めて米国のインフラの脆弱さとその改善の必要性が意識さ
れています。 

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。 

【米国を襲った大型ハリケーン（抜粋）】 
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【州別のハリケーン予想年間被害額】 

（億米ドル） 

※州別のハリケーン予想年間被害額は、2016年時点のハリケーンの頻度、海抜、資産評価額に基づいて米議会予算局(CBO)が試算した年間平均被害額の予想値。 
※「ハービー」「イルマ」の経済的損失は予測値。死者数は9月20日時点。 
出所：CBO、米海洋大気庁(NOAA)のデータ、各種報道等をもとにアセットマネジメントOne作成 
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26/50州が 

インフラ整備の中心を担う州・地方政府 

トランプ政権が提出した2018会計年度予算教書では、2,000億米ドルの政府支出・手続きの短縮化・税制優遇
等を通じて、州及び地方政府と民間企業によるインフラ投資を活発化させたい姿勢が示されました。 
一方、道路や水道などのインフラ運営の中心は以前から州・地方政府が担っています。 

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。 

※2015年時点 
※比率の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります 
出所：米商務省経済分析局のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

州・地方政府  

9.6兆米ドル 

（93%） 

【公共建造物（非国防）の評価額】 

ガソリン税*を引き上げ 
（うち7州は2017年以降） 

2013年以降 

＊米国ではガソリン税が道路整備の主な財源として用いられる。 
※2017年7月時点 
出所：全米州議会議員連盟（National Conference of State 

Legislatures）のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

連邦政府 
7,310億米ドル 
（7%） 
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ファンドの運用実績 

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。 

【基準価額の推移】 

ファンドの設定来の基準価額は、為替ヘッジあり、為替ヘッジなしともに足もと1万円を上回って推移していま
す。 

※期間：2017年2月16日（設定日前日）～2017年9月29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。また、設定以降分配実績はありません。 
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53.7% 
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46.3% 

堅調な米景気やトランプ米政権による税制改革案の発表などを受け、足元で長期金利が上昇する中、インフラ開
発関連企業の組入比率を引き上げ、概ね5:5としました。 

マザーファンドのポートフォリオの状況① 

※2017年9月末時点 
※比率は組入株式評価額に対する割合です。 
※比率の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります 
 

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。 

【インフラ運営関連企業と 
インフラ開発関連企業の組入比率の推移】 

【インフラ運営関連企業と 
インフラ開発関連企業の組入比率】 

※期間：2017年2月～2017年9月（月次） 

※インフラ運営関連企業とインフラ開発関連企業の区分は委託会社の分類に基づいています。 

インフラ運営関連企業 

インフラ開発関連企業 
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資本財・

サービス 

50.2% 公益事業 

20.8% 

素材 

12.7% 

不動産 

7.7% 

電気通信

サービス 

4.8% 

金融 

3.7% 銘柄名 業種 運営／開発 組入比率（%）

1 ウエイスト・マネジメント 資本財・サービス 運営 4.7
2 ネクステラ・エナジー 公益事業 運営 4.6
3 アメリカン・ウォーター・ワークス 公益事業 運営 4.6
4 ユナイテッド・レンタルズ 資本財・サービス 開発 4.2
5 エーイーコム 資本財・サービス 開発 4.2
6 アトモス・エナジー 公益事業 運営 3.9
7 グラニット・コンストラクション 資本財・サービス 開発 3.8
8 ザイレム 資本財・サービス 開発 3.7
9 リパブリック・サービシーズ 資本財・サービス 運営 3.7

10 バルカン・マテリアルズ 素材 開発 3.5

マザーファンドのポートフォリオの状況② 

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。 

【業種別組入比率】 【組入上位10銘柄】 

※2017年9月末時点 
※比率は組入株式評価額に対する割合です。 
※業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。 
※比率の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります 
※上記は、組入銘柄の一部をご紹介するものであり、記載銘柄の推奨を行うものではありません。 

長期金利の上昇が重荷となり、公益や通信タワーREITなどのインフラ運営関連企業の株価が軟調となった一
方、ハリケーンの復興需要期待から建設関連銘柄などが上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。 

銘柄数：40 
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トランプ政権による景気刺激策の進展で 
米国の経済成長が加速した場合 

今後の運用のポイント 

上記は当資料作成時点の見解であり、今後変更される場合があります。また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

１ 米国の経済及び企業業績は 
良好な状況を継続 

２ 

米国長期金利上昇の可能性 

インフラ開発関連企業の 
相対的な投資魅力度が高まる可能性 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

ファンドの特色 

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式＊に実質的に投資を行います。  
 
●生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、 
 インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指します。 
 ファンドにおける、生活インフラ関連企業とは、以下の関連企業を指します。 

投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更します。  
 

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」から、お客さまのニーズに合わせて選択できます。 
なお、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。  
 
＜為替ヘッジあり＞原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。 
    ただし、為替リスクを完全に排除できるものではありません。 
＜為替ヘッジなし＞原則として為替ヘッジを行いません。このため、基準価額は為替変動の影響を受けます。 
※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。スイッチング時には、税金、スイッチング手数料がかかる場合があります。 
 くわしくは、販売会社にお問い合わせください。 

1 

2 

3 

●米国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。 
●米国の株式への投資は、米国インフラ関連株式マザーファンド受益証券を通じて行います。 
●株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 
＊米国の株式のほかに、米国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託（リート）にも実質的に投資する場合があります。 

●「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合は、マクロ経済環境や市場の動向等を勘案して決定します。 
●個別企業の財務状況、利益成長性、株価割安度等の分析を行い、ボトムアップで組入銘柄を決定します。 
●銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。 

 

インフラ運営関連企業 人々の生活に必要不可欠な設備やサービスの運営・提供に携わる企業 
企業例：通信、水道、石油、ガス、電力等、インフラ施設の管理・運営を行う企業など 

インフラ開発関連企業 インフラの整備・構築等に携わる企業 
企業例：建設、素材（鉄鋼、セメントなど）、運輸、銀行等、インフラの構築に携わる企業など 

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

ファンドの投資リスク 

ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属し
ます。したがって、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、下記の変動要因により基準価額が下落し、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。 

基準価額の変動要因 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 

株価変動リスク 
ファンドは実質的に株式に投資しますので、株式市場の変動により基準価額は上下します。 
なお、ファンドは米国の生活インフラ関連企業の株式を主要投資対象としますので、米国の株式市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きは大き
く異なることがあります。また、投資環境に応じて「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」への投資配分を機動的に変更しますが、結果
的に株式投資収益率が低い銘柄への投資配分が大きかった場合等では、株式市場全体が上昇する場合でもファンドの基準価額は下がる場合があります。 

為替リスク 

<為替ヘッジあり> 
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるもので
はなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには、円金利がヘッジ対象通貨よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがか
かることにご留意ください。 
<為替ヘッジなし> 
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に
対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 

流動性リスク ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、
市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。 

リートの 
価格変動リスク 

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などに
よって変動します。ファンドは、実質的にリートに投資する場合がありますので、これらの影響を受け、基準価額が上下する可能性があります。 

信用リスク 
ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等によ
り清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。 

分配金に関する留意事項 

 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、
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。 

 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を
保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 

 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運
用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

お申込みメモ 

購入代金 お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。

購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入単位 各販売会社が定める単位（当初元本：1口＝1円）

換金単位 各販売会社が定める単位

換金価額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金 原則として換金のお申込日より起算して5営業日目から支払います。

申込締切時間 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。

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・換金不可日 ニューヨーク証券取引所、または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。

課税関係 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。

※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。

決算日 原則として毎年2月および8月の各16日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年2回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。

※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。

※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

※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。

スイッチング ＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞の2つのファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの際には、税金および各販売会社が定める手数料がかかる場合があります。

※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。

スイッチングとは、すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい、ファンドの換金代金が購入代金に充当されます。

①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

②各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合

③やむを得ない事情が発生した場合

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・スイッチング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・スイッチング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2月16日までです。（設定日：2017年2月17日）

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、当該信託を終了する場合があります。繰上償還
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

ファンドの費用 

●購入時

●換金時

その他費用・手数料 組入有価証券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、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。（その他費
用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

お客様にご負担いただく費用について(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)

運用管理費用
（信託報酬）

信託財産の純資産総額に対して年率1.674％（税抜1.550％）を日々ご負担いただきます。

以下の手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
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。
※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。

購入時手数料 購入価額に3.24％（税抜3.00％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

換金手数料 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。）

スイッチング手数料 購入時手数料を上限として各販売会社が定める手数料率とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

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、信託契約の一部解約に関する事務、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。

委託会社その他関係法人の概要
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 株式会社りそな銀行
信託財産の保管･管理業務等を行います。
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

ご注意事項 

 
投資信託ご購入の注意 

 
お申込みの際には、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。 

● 投資信託へのご投資では、所定の手数料等（購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、その他運用に係る費用等）をご負担いただきます 

● 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。 

当資料のお取扱いについてのご注意 
 

● 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。 
● 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情報であり、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。 
 
 

【各指数の著作権等】 
・ Standard & Poor‘s®並びにS&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダ
ウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、アセットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられて
います。 S&P500種指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、アセットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pお
よびその関連会社は、アセットマネジメントOne株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。・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、アセットマネジメントOne株式会社に対し、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。 
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販売会社一覧 

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）

○印は協会への加入を意味します。

●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。

●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社に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。 （原則、金融機関コード順）

2017年10月12日現在

商号 登録番号等
日本証券業

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

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

備考

株式会社りそな銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

株式会社みちのく銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第11号 ○

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社滋賀銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第7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 ○

株式会社山陰合同銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第1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 ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社第三銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第16号 ○

株式会社西京銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第7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 ○



20 
ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

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）

○印は協会への加入を意味します。

●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。

●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社に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。 （原則、金融機関コード順）

2017年10月12日現在

商号 登録番号等
日本証券業

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

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

備考

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 ○ ○

カブドットコム証券株式会社 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 ○

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 ○ ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

木村証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第6号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2938号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第43号 ○

めぶき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1771号 ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20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 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第6号 ○

販売会社一覧 



21 
ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、15、17、18ページをご覧ください。 

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）

○印は協会への加入を意味します。

●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。

●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社に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。 （原則、金融機関コード順）

2017年10月12日現在

商号 登録番号等
日本証券業

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

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

備考

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 ○ ○ ○ ○

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 ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第128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 ○ ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○

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 ○

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 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

豊証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第21号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○

豊田信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第55号 ○

販売会社一覧 
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