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2017年6月30日を100として指数化

当資料では、グローバル・アロケーション・ファンド（愛称：世界街道）各コース（以下、ファン
ド）が実質的に投資する「ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・
ファンド」（以下、参照ファンド）の2017年7-9月期における運用状況をブラックロック社の見解
などに基づきご報告いたします。 

2017年7-9月期における世界市場の概況 

※ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、13、14をご確認ください。                                                                         

世界株式と世界債券の推移 為替の推移（対米ドル） 

※期間：2017年6月30日～2017年9月29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 
世界株式：MSCI ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）、世界債券：シティ世界国債インデックス（米ドルベース） 

※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。 

米ドル安 
各通貨高 

米ドル高 
各通貨安 

 9月ECB（欧州中央銀行）が資産買い入れ減額の議論を開始。 
 9月FRB（米連邦準備制度理事会）は、FOMC（米連邦公開市場委員会）で、
保有資産縮小を決定。 

 米国株式は、S＆P500種指数が期中に最高値を更新するなど堅調に推移。 
 欧州株式、日本株式ともに期中軟調に推移するも期末にかけて上昇。 

 先進国債券の利回りは、米国をはじめ大半の国で期中低下するものの、9月の
ECB理事会以降上昇。 

新興国債券の利回りは、中国など一部の国で上昇する一方、ブラジルなど一部
の国では低下し、まちまち。 

 米ドルは、円、スイスフランなど一部の通貨に対して上昇する一方、ユーロ、
英ポンドなど一部の通貨に対して下落し、まちまち。 

 ブラジルレアルは、前期の急落の反動もあり主要通貨に対しておおむね上昇。 
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株式 
 

参照ファンドの資産構成推移 
当資料の2～6ページは、参照ファンドの運用状況を示しています。 

債券 
 

コモディティ 短期金融資産 

58.4% 5.0%   2.8% 33.9% 

下落局面を利用して米
国、欧州、アジア（除
く日本）の配分を増や
し、株式全体でも投資
比率を引き上げました。 

債券については、イン
カム収入をさらに積み
上げるためと配分を増
やした株式とのバラン
スを保つために投資比
率を引き上げました。 

金を中心とするコモ
ディティの投資比率を
若干引き上げました。
株価が高く、債券利回
りが低い環境下で協調
的な金融緩和が終わり
を迎える局面では、金
は分散効果を高める資
産であると考えます。 
 
 

債券、金といった分散
効果を高める資産の配
分を増やしたこともあ
り、短期金融資産の配
分は低下しました。ま
た、短期金融資産は債
券や金と比べて分散を
高める効果は限られて
いると考えます。 

参照ファンドは、世界各国の株式や債券などを投資対象とし、分散投資と機動的な資産配分により収益
の獲得を目指しています。各資産の投資比率は、前期末比で、株式が約4％、債券も約3%、コモディ
ティも約1％増加し、短期金融資産が約8％減少しました。 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2017年9月末時点） 

※期間：2016年9月末～2017年9月末（月次） 
出所：ブルームバーグ、ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
世界株式：MSCI ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース） 
世界債券：シティ世界国債インデックス（米ドルベース） 

※期間：2017年6月末～2017年9月末（月次） 
※小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合 

 があります。 
出所：ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

参照ファンドのパフォーマンス 
（米ドルベース、費用控除前） 資産構成比率の推移 

上記は各コースが実質的に投資対象としている参照ファンドの米ドルベースの運用実績および運用状況であり、各コースの運用実績お
よび運用状況ではありません。また、運用実績は、費用・税金等は考慮していません。 

※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。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 
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北米株式 
 

米国株式については、配分を増やしました
が、米国の経済成長の勢いが次第に期待出
来なくなるとの見方から慎重なスタンスを
維持しました。特に、エネルギー、素材、
情報技術、一般消費財・サービス等のセク
ターにおいて、適正な株価水準で低成長の
環境に対しても高い利益成長率が期待され
る企業への投資を増やしました。一方、経
済成長率の鈍化とインフレ率の低迷を踏ま
え、米国の金融セクターの投資 
比率を削減しました。 
 
 
 
 

ヘルスケア

12.0
（7.0）

資本財・
サービス

11.2
（6.6）

その他

32.8
（19.2）

情報技術

16.5
（9.6）

金融

13.2
（7.7）

一般消費財・

サービス

14.3
（8.3）

北米以外の株式 
 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2017年9月末時点） 

参照ファンドの株式運用戦略 

株式の地域別比率の推移 株式の業種別比率（2017年9月末時点） 

（単位：％） 

※期間：2017年6月末～2017年9月末（月次） 
※各グラフとも上段の数値は組入株式を100％として表示、() の数値は純資産総額に対する組入比率を表示 
※各グラフとも小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。 
出所：ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

28.9% 29.4% 

上記は各コースが実質的に投資対象としている参照ファンドの運用状況であり、各コースの運用状況ではありません。 

前期末に比べ、参照ファンドの純資産総額全体に対して北米株式および欧州株式の投資比率は引き上げ、
日本株式の投資比率は引き下げました。 

北米以外の株式の配分は、欧州株式を中心
に増やしました。今後、世界経済のけん引
役である米中２大経済大国が世界経済およ
び企業収益を大きく押し上げる可能性は低
いと思われ、株式市場の収益源泉としてバ
リュエーションの拡大がより重要になると
考えています。欧州および日本の投資家は、
債券市場に対する魅力的な代替として配当
収入に着目し始めており、米国外株式は再
評価されるものとみています。 

※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。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 
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一般消費財・サービス 

電気通信・サービス 公益事業 

エネルギー 

参照ファンドにおける当四半期での注目業種 

投資比率 

9.1% 

欧州のグローバル総合石油企業に注目 

当セクターについては、北米企業に対して
割安で、魅力的な配当利回りの欧州のグ
ローバル総合石油企業を引き続き選好して
います。米国については、石油精製企業等
を多めの保有を維持しています。今後これ
らの企業は、需給関係が改善を続けるなか、
利益率および業績が回復すると見込んでい
ます。 
 

投資比率 

4.9% 

引き続き欧州の通信鉄塔企業に注目 

当セクターについては、引き続き米国通
信企業を抑えたポジションとし、一方で
欧州の通信鉄塔企業を選好しています。
また、いくつかのアジアの通信オペレー
ター銘柄を保有しています。それらはバ
リュエーションが魅力的で、相対的に高配
当利回りが今後も期待されるため、債券利
回りが低い環境にあるなか、現地投資家の
根強い需要が続くものと予想 
します。 
 

当セクターについては、今後数四半期内に
業績改善が期待できるものとして自動車部
品小売企業に注目しており株価下落局面で
購入しました。また、メディア関係で主に
ケーブルテレビ企業を引き続き多めに保有
しています。一方で消費者サービス企業に
ついては、賃金上昇率の圧力が高まるなか
抑えたポジションを継続しています。 
 
 
 
 

自動車部品小売企業に注目 

投資比率 

14.3% 

投資比率 

4.0%  

当セクターのパフォーマンスは苦戦してい
ますが、利益成長率および配当成長率が高
く、規制対象となっている事業もしくは契
約に基づく再生可能エネルギー事業へのア
クセスが可能な銘柄に引き続き着目してい
ます。一方で、規制事業を持たず、商品価
格との相関が高い公益事業会社については、
抑えたポジションとしています。 
 
 
 

高利益成長率・高配当成長率で、規制対象
となっている事業等の銘柄に注目 

投資比率は組入株式を100％として表示しています。（2017年9月末時点） 

上記は各コースが実質的に投資対象としている参照ファンドの運用状況であり、各コースの運用状況ではありません。 

出所：ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
※上記は特定セクターおよび銘柄の推奨を目的としたものではありません。 

※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。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 
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参照ファンドの債券運用戦略 

12.1% 

前期末に比べ、北米債券の投資比率は引き上げ、北米以外の債券の投資比率も若干引き上げました。 

配分が上昇した株式とのバランスをとる
ため米国国債の配分を引き上げました。
最も魅力的と考える5年債については、
固定利付国債と物価連動国債の両方を追
加購入しました。また、FRBの資産縮小
決定を受けて今後の金利見通しや利回り
曲線に対して色々な見方がありますが、
当面債券が下落するリスクは限られてい
るとみています。一方で社債については、
投資適格社債、ハイイールド債のスプ
レッドが縮小したためともに一部売却し
ました。 
 
 
 

欧州および日本の国債については、引き
続き抑えたポジションにしています。ほ
とんどの先進国国債市場は、各年限の利回
りが極めて低いことから、中長期の期待リ
ターンが低調なものになるとみています。
そのなかでニュージーランド、オースト
ラリア等の一部のマーケットでは引き続
き投資機会があるとみています。また、
オーストラリア国債については、魅力的
な物価上昇のもとで債券価格の上昇余地
があると考え長期債を組入れ、配分を増
やしました。 
 
 
 

21.8%  

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2017年9月末時点） 

債券の地域別比率の推移 債券の種類別比率の推移 

※期間：2017年6月末～2017年9月末（月次） 
※各グラフとも上段の数値は組入債券を100％として表示、() の数値は純資産総額に対する組入比率を表示 
※各グラフとも小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。 
出所：ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

上記は各コースが実質的に投資対象としている参照ファンドの運用状況であり、各コースの運用状況ではありません。 

※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。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 
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参照ファンドの通貨戦略 
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￡ 

他 

通貨については世界情勢や各地域の経済情勢を勘案し、アロケーション戦略の一つとして、機動的に
投資比率を変更しています。 

当面有効な景気刺激策の実
施が難しくなり、米国の経
済成長率が上抜けする可能
性が低くなったという見方
から米ドルの配分を削減し
ました。 
 
 

スイスフランについては、市場
のボラティリティ（変動性）が
上昇した際にポートフォリオの
分散効果の強化につながる通貨
であるとの考えから配分を引き
上げました。一方、英ポンドの
配分を若干削減しました。 

60.5% 8.8% 

15.0% 4.2% 

11.5% 

欧州中央銀行（ECB）が資産
買い入れのペースを見直すと
の観測が、ユーロ高につなが
ると考え、ユーロの配分を増
やしました。円の配分につい
ても、若干増やしました。 
 

比率は純資産総額を100%として表示しています。（2017年9月末時点） 

米ドル為替（対円）の推移 通貨比率の推移 

※期間：2017年6月末～2017年9月末（月次） 
※上記は純資産総額に対する組入比率を表示 
※小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合 
 があります。 
出所：ブラックロックのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

※期間：2017年6月30日～2017年9月29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 

上記は各コースが実質的に投資対象としている参照ファンドの運用状況であり、各コースの運用状況ではありません。 

＄ 

円安 
米ドル高 

円高 
米ドル安 

※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。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 



追加型投信／内外 ／資産複合 

グローバル・アロケーション・ファンド 愛称：世界街道 
毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 
毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 

ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、13、14をご確認ください。                                                                         7 

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、税引前分配金を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。 
累積分配金額は、ファンド設定後に支払われた1万口当たりの税引前分配金の合計額を表示しています。 
運用状況により分配金額は変動します。また、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。 
※上記は過去の運用実績であり、将来の各コースの運用成果、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。 

ファンドの基準価額の推移（2013年2月8日（設定日）～2017年9月29日（日次）） 

年2回決算・為替ヘッジなしコース 
（目標払出し型） 

毎月決算・為替ヘッジなしコース 
（目標払出し型） 

年2回決算・限定為替ヘッジコース 
（目標払出し型） 

毎月決算・限定為替ヘッジコース 
（目標払出し型） 

基準価額 分配金再投資基準価額 累積分配金額
6,729円 13,939円 6,428円

2017年9月29日
基準価額 分配金再投資基準価額 累積分配金額
12,958円 14,172円 1,099円

2017年9月29日
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（円）
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基準価額 分配金再投資基準価額 累積分配金額
5,340円 11,007円 5,424円

2017年9月29日
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基準価額

（円）

基準価額 分配金再投資基準価額 累積分配金額
10,233円 11,199円 919円

2017年9月29日
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１．ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンド＊の運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国
の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指します。 
＊正式名称は、｢ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド｣(以下｢参照ファンド｣という場合があ
ります｡)です。参照ファンドはブラックロックが運用を行います。参照ファンド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。 

 
◆指数連動債が参照する指数は、参照ファンドの運用成果に基づき円ベースで算出されますが、為替取引の有無により以下
の通り区別されます。 

 

ファンドの正式名称 参照指数 為替取引 

グローバル・アロケーション・ファンド 
毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)  グローバル・アロケーション・ファンド・ 

インデックス(為替ヘッジなし) なし 
グローバル・アロケーション・ファンド 
年２回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)  

グローバル・アロケーション・ファンド 
毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) グローバル・アロケーション・ファンド・ 

インデックス(限定為替ヘッジ) 
あり 

(米ドル売り／円買い) グローバル・アロケーション・ファンド 
年２回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 

※指数連動債、参照指数ならびに限定為替ヘッジ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。 
 

◆各コースでは、原則として、指数連動債の組入比率を高位とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各コースの資金動向や参照ファンドの状況などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合が
あります｡ 

 

投 

資 

者 

投資 

損益 

世 
界 
の 
株 
式 
・ 
債 
券 
な 
ど 

投資 

損益 

グローバル・アロケーション・ファンド 
毎 月 決 算･為替ヘッジなしコース 

(目標払出し型) 

年２回決算･為替ヘッジなしコース 
(目標払出し型) 

毎 月 決 算･限定為替ヘッジコース 
(目標払出し型) 

年２回決算･限定為替ヘッジコース 
(目標払出し型) 

連動 

運 
用 
成 
果 
の 
反 
映 

参 
照 
フ 
ァ 
ン 
ド 

参照指数 

参照指数 
(限定為替ヘッジ) 
米ドル売り／円買い 

参照指数 
(為替ヘッジなし) 

設定･運用:アセットマネジメントOne 
株式会社 

発行体: 
スター･ヘリオス･ピーエルシー 

指数連動債 

連動債Ａ 

連動債Ｂ 

連動債Ｄ 

連動債Ｃ 

購入代金 

分 配 金 
換金代金 
償 還 金 

 

○各コースは、世界の株式や債券などに投資する外国投資法人の運用成果を反映して価格が変動する仕組みの債券に主として投
資します。当該債券を通じて実質的に投資する株式や債券などの価格変動や信用状況の変化、為替相場の変動などの影響によ
り基準価額は変動しますので、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、各コースは元本が保証されているものではありません。 

○各コースでは、実質的に投資元本を払い戻すことにより、投資成果にかかわらず定期的な分配実施を可能としています。した
がって、投資収益が十分に得られていない場合や投資損失がある場合には、分配金の一部または全部が実質的に投資者のみな
さまの投資元本から払い戻されることになります。投資信託への投資で得られる収益や損失は基準価額に日々反映されてお
り、投資者のみなさまが分配金を受け取った場合は当該額だけ保有する投資信託の基準価額は下落します。 

 

ファンドの特色 
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ファンドの特色 

各コースの分配方針 

 

◆原則として、毎月決算の各コースでは毎月２７日(休業日の場合は翌営業日｡)、年２回決算の各コースでは年２回(毎
年１月、７月の各月２７日。休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、分配を行います。 

 
◆各コースの分配金の決定にあたっては、原則として、各コースの決算日の直前に支払われた指数連動債の利金に基づ
く額を払い出すことを目標とします。なお、目標として掲げる払出し額は、現金・その他資産も保有することによる
受取利金額の減少や運用管理費用(信託報酬)などの費用を考慮し、目標額決定時の基準価額に対して所定の率(毎月
決算の各コース１．２％(年当たり１４．４％)、年２回決算の各コース１％(年当たり２％))を乗じて得た額を上限
とします。 

 
◆各コースの目標払出し額は、毎年１月に決定され、その適用は毎月決算の各コースでは２月から、年２回決算の各コ
ースでは７月からとなります。 

 
指数連動債の利金について 
・指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として１年ごとに到来する特定日の指数連動債の価格
に所定の利金乗数(連動債Ａ／Ｃ:年当たり１７．４％、連動債Ｂ／Ｄ:年当たり４％)を乗じて得た額に基づいて計算されます。
利金が支払われると指数連動債の価値も利金分減少していく仕組みです。各コースにおいて、投資収益が十分でない場合に分
配を行うと、実質的に元本の払い戻しとなることがあります。その場合、各コースの基準価額が大きく下落することがありま
す。 

 

２．分配を通じて運用資産の一部を定期的に払い出します。 
 

◆分配金は投資収益に基づくものではなく、所定の利金乗数を用いて定期的に更新される指数連動債の利金に基づく額を目
標とします。指数連動債は、運用資産を払い出す仕組みを有することから、各コースの分配金の一部または全部が実質的
に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。 

 
◆運用状況により分配金額は変動します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆あるいは保証す
るものではありません。 

 

目標払出し型ファンド 
のポイント 

①払出し額の目標値を提示します。 
②目標値は定期的に見直します。 
③投資損益の多少にかかわらず分配金として運用資産を払い出します。 

 

３．為替ヘッジの有無および決算頻度の違いに応じて４つのコースからお選びいただけます。 
 

◆各コース間においてスイッチングができる場合があります。 
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 

 



追加型投信/内外 /資産複合 

グローバル・アロケーション・ファンド 愛称：世界街道 
毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 
毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 

ファンド通信 

ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p10、13、14をご確認ください。                                                                         10 

 

各コースは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場
合、為替相場の変動などの影響も受けます。 
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。なお、投資
信託は預貯金とは異なります。 

株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には
その影響を受け、各コースの基準価額が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、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 
●限定為替ヘッジコース 
当コースでは、参照ファンドの運用成果と米ドル売り／円買いの為替取引の損益を反映す
る指数連動債に投資します。この為替取引により参照ファンドが保有する米ドル建資産の
対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ドルに対
する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対して
下落した場合には、当コースの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が
米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。 

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、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 

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、各コースの基準価額が下落する可能性があ
ります。投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国
が多い新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。 

カウンターパーティ･ 
リスク 

各コースが投資対象とする指数連動債の発行体は、ＵＢＳ銀行ロンドン支店を取引相手とし
て、連動対象指数に概ね連動する投資成果と発行体の保有する資産の投資成果を交換する取
引(スワップ取引)を行います。この取引では、原則として連動対象指数のリターンが裏付資
産のリターンに対してプラスとなった場合には取引相手から発行体に、逆にマイナスとなっ
た場合には発行体から取引相手に当該リターンの差に相当する額が支払われます。 
このスワップ取引において、取引相手となるＵＢＳ銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った
場合などには、指数連動債は繰上償還となり各コースも繰上償還されます。この場合、発行
体は連動対象指数と保有資産のリターンの差を受け取ることができない可能性があるため、
保有資産を換金して指数連動債の償還金を各コースに支払いますが、リターンに相当するも
のとして本来受け取ることができた額よりも保有資産を換金して得られた額(換金に関する
費用控除後)が少額となる可能性があり、その差額相当分だけ各コースの償還金が減少する
要因となります。 
また、各コースが繰上償還されると、運用を継続した場合に得られる可能性があった収益が
獲得できなくなることになります。 

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、各コース
の基準価額が下落する可能性があります。また、各コースが組み入れる指数連動債は、当該
指数連動債の値付業者が取引の相手方となる形式により流動性の確保を図りますが、参照フ
ァンドなどの取引停止や、値付業者の財務状況が著しく悪化した場合などには、当該指数連
動債の流動性が著しく低下する可能性があり、その影響により、各コースの基準価額が下落
する可能性があります。 

カントリーリスク 

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が
下落する可能性があります。 
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高く
な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 

各コースが実質的に投資する投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人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。 

ファンドの主な投資リスク 

※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上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）にて
ご確認ください。 
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◎手数料などの合計額については、購入金額や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。 
◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 

お客さまが直接的に負担する費用 

購入時 購入時手数料 
購入金額に応じて、下記の手数料率を購入価額に乗じて得た額となります。 
5,000万円未満････････ 3.24％(税抜3.0％)    5,000万円以上1億円未満･･･1.62％(税抜1.5％)  
1億円以上････････････ 0.54％(税抜0.5％) 
スイッチングによる購入時は、無手数料です。※スイッチングの際には別途換金時と同様の税金がかかります。 

換金時 信託財産留保額 ありません。 
換金時手数料 ありません。 

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

保有    
期間中 

運用管理費用 
(信託報酬) 

各コースで直接的または間接的に支払う実質的な信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に対して最大で年率
1.9424％(税抜1.86％)程度となります。 
■各コース     ：年率1.1124％(税抜1.03％) 
■指数手数料（注）：年率0.08％ 
■参照ファンド ：年率0.75％ 
（注）参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。 

その他の費用･ 
手数料 

監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その
都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。また、参照ファンドにおいても、有価証券売買時の売買手数料、計算
にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、
保管受託銀行への報酬などがかかります。※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買
条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 
購入単位 分配金受取コース／1万口以上1口単位 （当初元本1口＝1円） 
購入価額 購入申込受付日から起算して4営業日目の基準価額 
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 1口以上1口単位 
換金価額 換金申込受付日から起算して4営業日目の基準価額 
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して8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時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 
換金制限 投資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。 

スイッチング 販売会社・委託会社の休業日および購入･換金申込不可日を除き、いつでもお申し込みできます。 
・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ  ・各コース間においてスイッチングができます。 

購入･換金 
申込不可日 

以下に定める日には、購入･換金･スイッチングのお申し込みの受付を行いません。 
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日 ・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日  
・申込日の翌営業日が12月24日となる日  ・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日  

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･ス
イッチングのお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入･換金･スイッチングのお申し込みを取り消す場合があります。 

信託期間 2023年1月27日まで（2013年2月8日設定） 

繰上償還 各コースの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。また、指数連動債が繰上償還となっ
た場合には、各コースを繰上償還します。 

決算日 毎月決算の各コース  ：毎月27日(休業日の場合は翌営業日) 
年2回決算の各コース：毎年1月、7月の各27日(休業日の場合は翌営業日) 

収益分配 
毎月決算の各コース  ：年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配(実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みま

す。    以下同じ。)を行います。 
年2回決算の各コース： 年2回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 

課税関係 
収益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所定の税率により課税されます。
各コースは、課税上、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「愛称:NISA(ニーサ)」
および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。詳細は投資信託説明書（交付目論
見書）をご覧ください。 ※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 

ファンドの費用（みずほ証券でお申し込みの場合） 

委託会社、その他の関係法人 
■委託会社： 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 
ファンドの運用の指図などを行います。 

■受託会社： みずほ信託銀行株式会社   ファンドの財産の保管および管理などを行います。 
■販売会社： 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 

加入協会：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 
募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配
金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。 

お申込メモ（みずほ証券でお申し込みの場合） 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは販売会社にお問い合わせ下さい。 

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（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。） 
                     インターネット  ホームページ  http://www.am-one.co.jp/ 
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当資料のお取扱いについてのご注意 

171115JS118508～11四半期レポート（みずほ証券版） 

 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。 

 各コースは、世界の株式や債券などに投資する外国投資法人の運用成果を反映して価格
が変動する仕組みの債券に主として投資します。当該債券を通じて実質的に投資する株
式や債券などの価格変動や信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額
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
運用による損益は全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。 

 各コースでは、実質的に投資元本を払い戻すことにより、投資成果にかかわらず定期的
な分配実施を可能としています。したがって、投資収益が十分に得られていない場合や
投資損失がある場合には、分配金の一部または全部が実質的に投資者のみなさまの投資
元本から払い戻されることになります。投資信託への投資で得られる収益や損失は基準
価額に日々反映されており、投資者のみなさまが分配金を受け取った場合は当該額だけ
保有する投資信託の基準価額は下落します。 

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。 
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。 

投資信託ご購入の注意 

【各指数の著作権等】 
 
MSCI ワールド・インデックス、MSCI各国株価指数は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 
シティ世界国債インデックス、シティ世界国債国別インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックス
LLCに帰属します。 
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