
ファンド通信 

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 

2017年12月末時点で、東証REIT指数の配当利回りは4.17%となりました。 
 

TOPIX（東証株価指数）構成銘柄のうち配当利回りが4%以上の銘柄数は、2012年12月末は
1687銘柄中110銘柄（Jリートは36銘柄中29銘柄）ありましたが、2017年12月末時点では
2035銘柄中12銘柄（Jリートは59銘柄中40銘柄）と、株式の配当利回り低下が進んでいます。
このように国内資産で4%台の利回りの資産が少ないなか、Jリートの相対的に高い配当利回りへの注
目は引き続き高いと考えます。 
 

また、Jリートの配当利回りと10年国債利回りの差であるイールドスプレッドは、足もとでは約4.12%と、
過去平均である3.37%を超える水準となっています。過去にイールドスプレッドが3.37%を越えた局
面は東証REIT指数算出開始時以外では主に、リーマン・ショック時、東日本大震災時といったマー
ケットに影響を与えるイベントの発生時でした。一方、足元でのイールドスプレッドの上昇は、需給要因
によりリート価格が下落したことなどが主な原因です。 
 

したがってマーケットに影響を及ぼすようなイベントが無いような状況下、現在の配当利回りおよびイー
ルドスプレッドの水準は、過去と比べ相対的に高く、Jリートは割安な水準にあると考えます。 
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イールドスプレッド 
J-REIT予想配当利回り 
10年国債利回り 
株式予想配当利回り 

イールドスプレッドが3.37%以上の期間 

※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。 

東証REIT指数の配当利回りとイールドスプレッドの推移 

イールドスプレッド過去平均 

ポイント① 4%台の配当利回りと割安水準にあるイールドスプレッド 

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 
円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース 

追加型投信／国内／不動産投信（リート） 
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

軟調な推移が続くJ-REIT市場、J-RETIの魅力を再確認 

リーマン・ショック時 東日本大震災時 

Jリート市場の注目ポイントと各通貨の今後の見通しについて 

東証REIT指数（配当込）は年初来で約6.8%下落（2017年12月29日時点）し、過去3年間で
は約2.6%下落となるなど、軟調な推移となりました。 
しかし、以下の2つのポイントなどから、引き続き国内外の投資家からの注目度は高いと考えます。 
 

ポイント① 4%台の配当利回りと割安水準にあるイールドスプレッド 
ポイント② 供給不足で上昇が見込まれる不動産価格 
 

4.17% 
3.37% 

1.82% 

0.05% 

※期間：2003年3月31日~2017年12月29日（日次） 
※Jリート、国債、株式においては、信用力等の状況が異なっており、配当利回りを単純に比較することはできません。 
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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五輪開催前後の住宅価格指数の推移 

※期間：2008年第2四半期～2017年第2四半期（四半期データ） 
出所：国土交通省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

（年） 

※五輪開催決定直前を100として指数化 
※横軸は五輪開催決定後からの期間 

※期間：シドニーは1993年第2四半期～2003年第3四半期、ロンドンは2005年
第2四半期～2015年第3四半期、東京は2013年第3四半期～2017年第2四半
期（いずれも四半期データ） 
出所：ブルームバーグおよび国土交通省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

五輪が行われた先進国の主要都市におけ
る住宅価格指数をみると、開催決定後1
年程度はゆるやかな上昇となっています。こ
れは、五輪前の完成を目指した物件供給
の増加を懸念したものと考えられます。 
 
シドニーの場合は、中だるみの展開が続い
た後、開催2年前程度より大きく上昇しま
した。一方、ロンドンの場合は五輪開催決
定後にリーマン・ショックが発生し不動産価
格が下落しましたが、その後、開催が近づく
につれ不動産価格は回復基調で推移しま
した。 
 
東京の場合、前述のように、足元では全
国的にマンション・アパート（一棟）の価
格指数が上昇していることや、東京におい
て住宅物件の少ないことなどから、住宅不
動産価格は堅調に推移すると見込みます。 

※上記は過去の情報または過去の時点における情報をもとにした見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

 

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

2 

※2010年平均を100として指数化 

＜五輪開催前後の住宅価格は？＞ 

五輪開催後 

ポイント② 供給不足で上昇が見込まれる商業用不動産価格 

2017年第2四半期の商業不動産（全国・総合）の不動産価格指数は、2010年対比で16.8
ポイント上昇しました。内訳を見るとオフィスは25.2ポイント、マンション・アパート（一棟）は32.5ポ
イントの上昇となりました。Jリートが保有する物件の価格が上昇することで、NAV（Net Asset 
Value、純資産価値）および1口当たりNAVの上昇が見込まれます。 
 

また、ノルウェー年金基金やシンガポールの政府系ファンドが日本の不動産を購入するなど、巨額の
資金を持つ海外投資家が日本の不動産へ着目しています。足元では政府系ファンドの投資対象と
なるような規模の物件が少ない状況にあり、不動産市場の需給のタイト化から、不動産価格の上
昇が発生する可能性があると考えます。 

不動産価格指数（商業不動産（全国・総合））の推移 
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ファンド通信 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

過去1年間の米ドル・豪ドル・ブラジルレアルの動向と今後の見通し 

過去1年間の各通貨の推移 

（年/月） ※期間2016年12月30日～2017年12月29日（日次） 
※各通貨は2016年12月30日を100として指数化 
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 

米ドル/円は過去1年間ではボックス圏での推移となりました。 
トランプ政権とロシアの関係をめぐる不透明感や北朝鮮をめぐる軍事的緊張感などが意識され
た局面では円高方向に振れる局面もありました。一方で、トランプ政権による税制改革の進展
やFRB（連邦準備制度理事会）次期議長人事の決定など不透明感が払拭される局面で
は値を戻しました。 
引き続きトランプ政権の不透明感や政策進行の遅れなどが意識されれば、円高方向へ推移
することが考えられますが、FRBによる継続的な利上げが見込まれていることなどは米ドル買い
の材料となると思われ、もみ合いの展開を見込んでいます。 

豪ドル/円は年前半は下落基調となりましたが、豪州経済の堅調さや年後半に鉄鉱石価格が
上昇したことなどを背景に上昇に転じました。足元では、一部の世論調査でターンブル首相の
支持率低下が明らかになったことなどを背景に弱含みました。しかし、RBA（豪州準備銀行）
のロウ総裁が利上げを示唆したことなどから、下落幅を縮めました。 
今後も豪州景気の緩やかな回復の見通しや相対的に高い豪州の国債利回りなどに支えられ、
豪ドルは底堅い推移を見込んでいます。 

ブラジルレアル/円は2017年5月のテメル大統領の汚職疑惑報道後に大幅に下落しました。
テメル大統領が進める財政健全化に向けた年金改革の頓挫が懸念されましたが、その後は原
油価格の上昇や政治動向の落ち着き、ブラジル中央銀行による利下げなどに支えられ上昇し
ました。しかし、足元では再び年金改革進展への懸念などを背景に軟調な推移となっています。 
ブラジル景気の回復やブラジル中央銀行による金融緩和などの上昇要因がありますが、2018
年にはブラジルの総選挙を控えていることなど政治動向の不透明感もあります。今後の方向性
については、政治動向に注意しつつも、年金改革の進展やブラジル中銀による利下げなど実態
経済を見極める必要があると考えています。 

※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。 
※最終ページの「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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ファンド通信 

※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。 
※最終ページの「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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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

※期間：2011年1月5日（各ファンド設定日の前営業日）～2017年12月29日 
※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、税引前の分配金を各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。 
※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。 

（億円） （円） 

（年/月） 

各ファンドの基準価額の推移 

  豪ドルコース   ブラジルレアルコース 

（億円） （円） 

（年/月） 

（億円） （円） 

（年/月） 

（億円） （円） 

（年/月） 
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

 
 

わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とします。 

◆各ファンドは、Jリートを主要投資対象とする円建ての外国投資信託「ミズホ・ジャパン・リート・ファンド」各クラス受益証券
と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」
受益証券を主要投資対象とします。 

  ※「実質的な主要投資対象」とは、各投資信託を通じて投資する主な投資対象という意味です。 

  ※「ミズホ･ジャパン・リート・ファンド」を以下「外国投資信託」ということがあります。 
 
◆各ファンドは、投資対象とする投資信託（投資対象ファンド）への投資にあたり、「ミズホ・ジャパン・リート・ファンド（各

クラス）」への投資を中心に行います。 

  ※各投資対象ファンドへの投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに各
ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。なお、各ファンドは、それぞれ「ミズホ・ジャパン・リート・
ファンド」の通貨別の各クラスに投資します。 

  ※投資対象ファンドの合計組入比率は、高位を維持することを基本とします。 

円コースおよび為替取引を活用する3つの通貨コースの、４本のファンドから構成されています。 

◆円コースを除く各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では、保有する円建て資産に対し、各クラスについてそれ
ぞれ異なった為替取引（原則として円売り、各クラスの取引対象通貨買い）を行います。 

 
◆円コースを除く各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変

動の影響および通貨間の短期金利差による影響（為替取引によるプレミアム/コスト）を受けます。 
 
◆各ファンド間のスイッチング（乗換え）が可能です。 

  ※スイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。また、購入時
手数料は販売会社が別に定めます。 

  ※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、またはスイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合
があります。 

毎月18日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。 

《分配方針》 
 
◆分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額と

します。 
 
◆分配金額は、原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、配当等収益の水準、基準価額の水準および

市況動向等を勘案し、委託会社が決定します。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。 

 
◆収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 
 
「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したも
のになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況
等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。 
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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

■ ファンドの特色 
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

 
 

収益を 

得られる 

ケース 

 

取引対象通貨が対円で上昇（円安） 

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） 

Jリートの価格の上昇 
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 

Jリートの価格の下落 
コスト 

（短期金利差相当分の費用） 

の発生 
為替差損の発生 

●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。 

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、一部の取引対象通貨では、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。 
円コースが主要投資対象とする外国投資信託では、為替取引を行いません。 

（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、有価証券での運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行うもので、投資者が対象となる通貨につ
いて選択することができる投資信託です。なお、各ファンドの主要投資対象は、Jリートです。 

＊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「運用の仕組み（ファンド・オブ・
ファンズ方式）」をご参照ください。 

※ B の為替取引により、当該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（円コースは、為替取引を行わない
ため、為替変動リスクはありません。）。 

各ファンド 

各コースの 
取引対象通貨 

Jリート 

 
 
 
 
 
 
 
 

投資者 
（受益者） 

C 為替変動 B 為替取引※ 

A Jリートへの 
投資による損益 

お申込金 
（通貨コースを選択） 

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〉 

各ファンドの収益源について 

収益の 

源泉 
＝ 

Ａ Jリート 

＋ 

Ｂ 為替取引※1 

＋ 

Ｃ 為替変動 

Jリートへの投資による損益 

（値上がり／値下がり、配当収入） 

各取引対象通貨と円の 

短期金利差によるプレミアム／コスト 

各取引対象通貨と円の 

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 

＞ 
円の 
短期金利 

取引対象通貨 
の短期金利 

＜ 
円の 
短期金利 

各ファンドの運用のイメージ 

＊円コースを除きます。※2 ＊円コースを除きます。 

※1 
 
  
※2 

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。 

6 

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

■通貨選択型ファンドに関する留意事項 



ファンド通信 

※最終ページの「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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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 



ファンド通信 

※最終ページの「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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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

■基準価額の変動要因 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「リー
トにより支払われる配当金の変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」
などがあります。 

各ファンドが実質的な主要投資対象とするＪリートの市場価格は、市場に

おける需給関係（売り注文と買い注文のバランス）により変動します。J

リート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。なお、Jリートの需給関係は、経済、不動産市況、金利、

Jリートの発行体の財務状況や収益状況、Jリートの保有不動産とその状

況など様々な要因により変化します。 

不動産投資信託証券の価格変動リスク 

流動性リスク 

各ファンドが実質的に投資するJリート等の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。 

為替変動リスク 

〈円コース〉 

円コースが主要投資対象とする外国投資信託は、保有する円建て資産に

対し、為替取引を行わないため、為替変動リスクはありません。 カントリーリスク 

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（外国為替取引規制等が

実施された場合を含みます。）には、各ファンド（円コースを除きます。）

の基準価額が下落する要因となる可能性があります。 

〈米ドルコース〉〈豪ドルコース〉〈ブラジルレアルコース〉 

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円

建て資産に対し、各ファンドが投資対象とする外国投資信託各クラスにおけ

る取引対象通貨（米ドルコースの場合は米ドル）での為替取引（円売り、

取引対象通貨買い）を行いますので、取引対象通貨の対円での為替変

動の影響を受けます。そのため、為替相場が取引対象通貨に対して円高と

なった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、取引対

象通貨の短期金利が円の短期金利より低い場合、取引対象通貨の短期

金利と円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。 

クーリング・オフについて 

各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定
（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 

為替取引に関する留意点 

各ファンド（円コースを除きます。）が主要投資対象とする外国投資信
託は、為替取引を行うにあたり一部の取引対象通貨について、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、
当該通貨については、原則として外国為替予約取引と類似する直物為
替先渡取引（NDF）※を活用しますが、NDFの取引価格は、需給や
当該通貨に対する期待等により、短期金利差から理論上期待される水
準とは大きく異なる場合があります。この結果、為替取引によるプレミアム
／コストが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や、
基準価額の値動きが実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想
定されるものと大きく乖離する場合があります。 

外国投資信託における合同運用について 

外国投資信託は合同運用を行うため、それに伴う影響を受ける場合が
あります。また、外国投資信託を通じて有価証券等に投資を行う場合、
国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、源泉税率が高く
なるなど税制が相対的に不利になることがあります。 

※直物為替先渡取引（NDF）とは、ある通貨との間で、当該通貨の受
渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元
本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な
通貨によって決済する取引のことをいいます。 

換金請求の受付けの中止・取消しについて 

各ファンドは、換金の請求金額が多額な場合や取引所等における取引
の停止等があるときには、換金請求の受付けを中止すること、およびすで
に受け付けた換金請求の受付けを取り消すことがあります。 

■その他の留意点 

Jリートに関する法制度の変更について 

Jリートに関する法律（税制、会計基準等）および不動産を取り巻く規
制（建築規制、環境規制等）が変更になった場合等には、Jリートの
価格や配当に影響を与える可能性があります。 

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に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
また、円コースを除く各ファンドは為替取引を行うことにより、実質的に取引対象通貨に投資した際に得られる投資成果を享受
することを目指しているため、為替変動の影響を受けます。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。 
また、投資信託は預貯金と異なります。 



ファンド通信 

※最終ページの「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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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

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 最低単位を１口単位として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６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 ニューヨークの銀行の休業日に該当する場合には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。

購入制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の購入申込みに制限を設ける場合があります。

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・換金申込受付の

中止および取消し

換金の請求金額が多額な場合および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、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 2020年12月18日まで（2011年１月６日設定）

繰上償還
各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託受益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。

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。

・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とき。

・やむを得ない事情が発生したとき。

・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき、または各ファンドの受益権の口数を合計した

  口数が40億口を下回ることとなるとき。

決算日 毎月18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、「分配金支払いコース」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。

スイッチング 通貨選択型Ｊリート・ファンドを構成する各ファンド間で、スイッチング（乗換え）を行うことができます。

※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、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合、スイッチ

   ングの購入単位等を別に定める場合等があります。

※スイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。また、購入時手数料

   は販売会社が別に定めます。

その他 販売会社によっては、通貨選択型Ｊリート・ファンドを構成する一部のファンドを取り扱わない場合があります。詳細は委託会社または

販売会社までお問い合わせください。

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）



ファンド通信 

※最終ページの「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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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

購入時手数料 販売会社が別に定めるものとします。

※購入時の申込手数料の料率の上限は3.24％（税抜3.0％）です。

信託財産留保額 ありません。

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0.8424％(税抜0.78％)

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、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。

投資対象とする外国投資信託：（円コース）外国投資信託の純資産総額に対して年率0.54％程度（米ドルコース、豪ドルコー

ス、ブラジルレアルコース）外国投資信託の純資産総額に対して年率0.62％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、年次による最低費用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。また、外国投資信託のクラス毎に費

   用（四半期毎に最大6,000ドル）が別途かかります。

実質的な負担：（円コース）当ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3824％程度（税込）（米ドルコース、豪ドルコー

ス、ブラジルレアルコース）各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.4624％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 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。

※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。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※各ファンドが実質的に投資する上場投資信託（不動産投資信託証券）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（不動産投資信託

　証券）の費用は表示しておりません。

●投資者が直接的に負担する費用

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）

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。



ファンド通信 

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会を○で示しています。　　

○ ○ ○ ○ 池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第370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 ○

○ ○ ○ ○ 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 ○

○ ○ ○ ○ 大和証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108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 ○

○ ○ ○ ○ 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 ○

○ ○ ○ ○ 百五証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第134号 ○

○ ○ ○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第8号 ○

○ ○ ○ 株式会社新生銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

※備考欄の「□」は、現在、各ファンドの新規の募集・販売を停止している販売会社を示しています。

※お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

販売会社一覧（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）

コース名

 ■　販　売　会　社 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

備

考円

米

ド

ル

豪

ド

ル

ブ

ラ

ジ

ル

レ

ア

ル

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成したものですが、その正確性、完全性を保証

 　するものではありません。

※表中のコース名の円、米ドル、豪ドル、ブラジルレアルは各々、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース、

　 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコースを示しています。
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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 

171220JS393101-4ファンド通信 

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。
○ 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、

当資料のお取扱いについてのご注意

投資信託ご購入の注意

◆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＞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を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆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/

※2017年12月20日時点 


