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2018年2⽉5⽇

新光アジア・オセアニアREITオープン
（毎⽉決算型）
追加型投信／海外／不動産投信

分配⾦変更に関するお知らせ
 2018年2⽉5⽇の当期決算において、当ファンドの基準価額⽔準や市況動向などを勘案して、
分配⾦を従来の30円から50円（1万⼝当たり、税引前）に引き上げることといたしました。
 アジア・オセアニアREIT市場の利益成⻑⼒や配当利回りが注⽬されているなか、当ファンドの
運⽤状況、および今後の⾒通しと運⽤⽅針についてご説明いたします。
設定来分配⾦実績（1万⼝当たり、税引前）（※表内の⽇付は各決算⽇）
2015.3.5〜2018.1.5

各30円

2018.2.5
（今回決算分）

設定来累計分配⾦

50円

1,100円

※上記の分配⾦は過去の実績であり、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。
※分配⾦額は、分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。
分配⾦が⽀払われない場合もあります。

騰落率（税引前分配⾦再投資基準価額） 基準⽇：2018年2⽉5⽇
1ヵ⽉

3ヵ⽉

6ヵ⽉
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3年

設定来

-4.9%

0.8%

5.5%

13.2%

24.7%

13.3%

17.7%

※ファンドの騰落率は、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。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等をお約束するものではありません。
※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基に計算しています。

運⽤実績（期間： 2014年12⽉16⽇（設定⽇）〜2018年2⽉5⽇、⽇次）
（円）
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10,529円
※2018年2⽉5⽇時点

17/12（年/⽉）

※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。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果、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。
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。

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 関東財務局⻑（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
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⾜元の運⽤状況
各国・地域のREIT市場について
各国・地域のREIT市場について
アジア・オセアニアREIT市場はおおむね堅調な動きを継続しています。世界的な低⾦利環境下で、ア
ジア・オセアニアREIT市場は、利益成⻑⼒や配当利回りが注⽬されています。
また、⾜もとでは⾹港で鑑定評価を⼤きく上回る⾦額での物件売却が相次いでいることや、活況なM&A
など個別のREIT市場の動向もマーケット全体のプラス要因となっています。
アジア・オセアニア地域の良好な不動産ファンダメンタルズや緩和的な⾦融環境などを背景に、今後も
アジア・オセアニアREITの業績拡⼤が期待されています。

【主要地域の状況】

＜各国・地域のREIT指数の推移＞

⾹港

積極的な物件リノベーションを通じた賃料引上げに
より、⾹港REIT市場は⼤きく上昇しました。特に、時
価総額構成⽐が⼤きいリンク・リートが市場上昇のけ
ん引役を果たしました。なお、リンク・リートは2005
年の上場来、⼆桁の配当成⻑を継続しています。
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GDP（国内総⽣産）成⻑率やCPI（消費者物価指
数）の鈍化といった冴えない経済環境のなか、シンガ
ポールREIT市場は⼀定レンジ内での推移が続いていま
した。しかし、2016年後半以降は国内経済の好転が鮮
明になりつつあり、REIT市場も上昇ペースを強めてい
ます。オフィス賃料は上昇に転じ、来訪客数が増加し
ていることなどから、2017年末にかけてはオフィス銘
柄やホテル銘柄の好調が⽬⽴つ展開となりました。

オーストラリア
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※2014年12⽉末を100として指数化。
※期間：2014年12⽉末〜2017年12⽉末（⽉次）
※上記は、S&PグローバルREITインデックスの各国・地域別の
指数（⽶ドルベース、配当込）を使⽤。
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社のデータをもと
にアセットマネジメントOne作成

＜各国・地域の為替（対円）の推移＞
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アジア・オセアニア通貨は⽇本銀⾏が国債買い⼊れを
含めた⼤規模⾦融緩和を継続したことにより、2015年に
かけて対円で上昇傾向となりました。2015年12⽉に⽶
国で利上げが実施されましたが、徐々に⽶国の利上げ
ペースの鈍化観測が⾼まったことや、英国のEU離脱を問
う国⺠投票の結果などを受け、円⾼傾向となりました。
また2016年11⽉、⽶国⼤統領選挙で予想に反してトラ
ンプ⽒が勝利したことを契機に、⾜元では資源価格の回
復などもあり、再び円安基調となり、基準価額の上昇に
寄与しています。

80

円安

オーストラリアREITは⼈⼝増加など良好なファンダ
メンタルズを背景に底堅い推移となっています。近年
ではアマゾンやアリババなどのネット⼩売拡⼤による
実店舗への影響が懸念されるなか、⼩売REITは軟調な
推移となっていましたが、⾜もとでは⼤型M&A（企業
の合併と買収）を契機に⾒直されている状況です。
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※2014年12⽉末を100として指数化。
※期間：2014年12⽉末〜2017年12⽉末（⽉次）
出所：ブルームバーグデータをもとにアセットマネジメント
One作成

上記は特定の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。
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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アジア・オセアニアREITの堅調なパフォーマンスの背景
１．⾼い経済成⻑と都市化の進展を背景とした個⼈消費の拡⼤が、商業・⼩売業種
中⼼のアジア・オセアニアREITにとって追い⾵となっていると考えられます。
アジア・オセアニア地域は今後も堅調な経済成⻑が予想されています。経済成⻑に伴い、所得の増加
による消費の拡⼤も続くことが予想されます。アジア・オセアニアREITでは、商業施設を保有する銘柄
が多いため、⼩売売上⾼の動向が重要な指標の⼀つとなります。近年、オーストラリアの⼩売売上⾼が
上昇を続けているほか、シンガポールも2014年以降は前年⽐で微増となっています。⼀⽅、⾹港におい
ては、⼀時落ち込んでいた状況からの回復の兆しが⾒られ、REIT市場の追い⾵となっています。
＜各国・地域の実質GDP成⻑率＞
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※期間：2010年〜2020年（5年ごと）、ただし、2020年は予測値
※上記の実質GDP成⻑率は前年⽐、年率の数値です。
※アセアン５：インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム
出所：IMF（国際通貨基⾦）「World Economic Outlook Database,
October 2017」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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※期間：2007年〜2017年（年次）、ただし2017年は、2017年11⽉
までの過去12ヵ⽉間の累計。
※2007年を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

２．不動産需要の拡⼤により賃料は上昇・改善傾向が⾒られるほか、業界再編の動き
もマーケットの押し上げ材料となっています。
アジア・オセアニア地域では経済成⻑を背景に
商業施設のほか、オフィスへの需要が拡⼤してお
り、各国・地域に賃料上昇・改善が⾒られます。
また、オーストラリアREITにおける業界再編の
動きもマーケットの押し上げ材料となっています。
2017年12⽉にオーストラリアREIT市場で時価総
額第2位のウエストフィールド（商業・⼩売
REIT）が、欧州最⼤のREITである仏ウニベイル・
ロダムコからの買収合意に⾄ったことを背景に、
オーストラリアREIT市場は12⽇、13⽇の2⽇間で
4.1％と⼤きく上昇しました。
近年、アマゾンなどのネットショッピングの拡
⼤により世界中の⼩売REITへの影響が懸念される
なか、このような再編の流れが強くなっていくと
考えられ、今後も業界再編を⽀えにした展開が期
待されます。

＜アジア・オセアニアREITの賃料推移＞
（オフィス）
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※期間：2007年第3四半期〜2017年第3四半期（四半期ごと）
※2007年第3四半期を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

上記は特定の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。
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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３．相対的に⾼い配当利回りと市場規模の拡⼤
アジア・オセアニアREITの魅⼒としては、その成⻑性に加え、配当利回りが挙げられます。2017年
12⽉末のデータをみると、オーストラリアとシンガポールは⽇本と⽶国を上回る⽔準にあります。また、
REITの相対的な投資魅⼒を判断する尺度の1つである10年国債利回りとの「利回り格差」においても、
⽐較的⾼い⽔準にあることがわかります。
アジア・オセアニアREITの市場規模は、当該地域の経済規模、不動産市場の拡⼤に伴い、近年拡⼤し
ており、過去10年間で2倍以上に成⻑しました。また、中国など新たにREIT制度の導⼊を検討している
国もあるため、さらなる市場の成⻑と投資対象の拡⼤が注⽬されます。
＜アジア・オセアニアREITの配当利回り＞
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REITの配当利回り

＜アジア・オセアニアREIT市場の時価総額＞
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※2017年12⽉末時点
※REITの収益は不動産市況や経済環境など様々な要因から影響を受けますので、
リスクを無視して安全性の⾼い国債の利回りとREITの配当利回りを単純に⽐較
することはできません。
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社、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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※2007年12⽉末〜2017年12⽉末（⽉次）
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社のデータをもとに
アセットマネジメントOne作成

今後の⾒通しと運⽤⽅針
⽶国を中⼼とした⻑期⾦利の動向には注意が必要ですが、当⾯は緩和的な⾦融環境が継続すると⾒込
まれるなか、アジア・オセアニアREITは良好な業績⾒通しのもと、底堅く推移するとみています。
国・地域別の⾒通しは下記のとおりです。

⾹港

2017年11⽉、アジア最⼤のREITであるリンク・リートが17物件の売却を発表しました。売却⾦額は
直近鑑定評価を50％程度上回り、過去の売却事例と⽐較しても良好な条件での売却となったため、ポジ
ティブに捉えています。11⽉下旬にはサンライト・リートが物件の売却を発表し、⼩規模な物件ながら
売却⾦額は直近鑑定評価を約130％上回りました。物件売却によるキャピタルゲインの創出は投資家利益
に資するものであると捉えており、引き続き、資産価値に対してディスカウントされている割安な銘柄
に着⽬しています。

シンガポール

シンガポール貿易産業省は1⽉2⽇、同国の2017年通年のGDP速報値が前年⽐で3.5％増加したと発表
しました。2018年の底堅い成⻑を予測するエコノミストも多く、シンガポールREIT市場は同国経済成⻑
の恩恵を受けるとみています。同国の空港運営チャンギエアポートグループは、2017年の空港利⽤客数
が、年間で初となる6,000万⼈に達したと発表しており、今後の市況回復が期待される割安なホテル銘柄
などに注⽬しています。

オーストラリア

2017年12⽉、ウエストフィールドが、欧州の仏ウニベイル・ロダムコからの買収提案に合意したと発
表しました。同銘柄が保有する好⽴地でクオリティが⾼い商業施設が評価されたとみています。こうし
た動きを受けて、世界的にM&Aを中⼼とした業界再編期待が⾼まっている状況です。クオリティの⾼い
物件を有している銘柄や、資産価値に対して割安な銘柄が物⾊される契機となる可能性があると考えて
います。
上記は特定の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。
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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当ファンドは、主としてアジア・オセアニア(除く日本)の不動産投資信託証券などにマザーファンドを通じて投資します。実質的に組み入れた不
動産投資信託証券などの値動きや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．主として新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品
取引所上場(上場予定を含みます｡)のＲＥＩＴに実質的に投資します。
◆当ファンドの運用は｢ファミリーファンド方式｣で行います。
◆不動産関連株式に実質的に投資を行う場合があります。
◆ＲＥＩＴおよび不動産関連株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
※マーケット環境や資金動向を勘案して、実質組入比率を引き下げる場合があります。

◆実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ＲＥＩＴとは
・ＲＥＩＴとは、不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・管理・運営する不動産投
資信託ならびに不動産投資法人(以下｢不動産投資信託｣といいます｡)が発行する証券の一般総称です。
・不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸料収入や売買益などを収
益とし、不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほとんどを配当金として投資家に支払います。

２．個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価
を重視した運用を行います。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、全体の流動性に十分留意した運用を行います。
当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、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｡

３．アセットマネジメントOneが設定・運用する特定のファンドとの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。詳しくは販売会社でご確認ください。

４．原則として、毎月５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示唆、保証するものではありませ
ん。

【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&PグローバルREITインデックスは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。

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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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、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。
当ファンドが実質的に投資するＲＥＩＴは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度か
らの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。

保有不動産への評価

不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が
保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、
ＲＥＩＴの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することで
ＲＥＩＴの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害を受け
た場合など、予想不可能な事態によってＲＥＩＴの価格の下落や配当金の減少の可能性があ
ります。

配当利回り水準
に対する評価

不動産投資信託の利益の減少はＲＥＩＴの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配
金に影響を与える可能性があります。また、ＲＥＩＴの配当金の減少はＲＥＩＴの価格を下
落させる要因にもなります。
ＲＥＩＴの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、ＲＥＩ
Ｔの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、ＲＥＩＴの配当利回りの
水準に変化がない場合はＲＥＩＴの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上昇に
より、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ず
しもＲＥＩＴの価格が下落するとは限りません。

企業体としての評価

不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることがで
きます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、ＲＥＩＴの価格も変動
することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により不動産
に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増加する
ことから利益の減少要因となり、ＲＥＩＴの価格が下落する要因になります。また、財務内
容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。

また、当ファンドが実質的に投資するＲＥＩＴおよび株式には、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価
額と収益分配金に影響を及ぼします。

取引所における取引
の需給関係による
価格変動リスク

一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が
見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などによ
り、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけで
なく全体的にＲＥＩＴの価格が下落することがあります。

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、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

取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合
は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがありま
す。特に流動性が低下したＲＥＩＴおよび株式を売却する場合には、当ファンドの基準価額
を下落させる要因になることがあります。

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、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くな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、当ファンドの基準価額
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、様々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。

※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。
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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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
購入価額
購入代金
換金単位
換金価額
換金代金
申込締切時間

販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）
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。）
販売会社が定める期日までにお支払いください。
販売会社が定める単位
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
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。
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・スイッチングのお申込みの受付を行いません。
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日 ・シドニーの銀行の休業日
換金制限
購入・換金申込受付
の中止および取消し

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。
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
のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間

2024年12月5日まで（2014年12月16日設定）

繰上償還

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30億口を下回った場合
・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5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。

スイッチング

アセットマネジメントOneが設定・運用する特定のファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。
スイッチングの取扱いの有無などは、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。
※スイッチングの方法などは、購入および換金の場合と同様になります。また、購入時手数料は販売会社が別途
定めます。

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）
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。
●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、3.24％（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）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62％（税抜1.5％）
※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。
※ファンドが実質的に投資対象とする上場不動産投資信託証券（REIT）については、市場の需給により価格が形成
されるため、その費用を表示することができません。

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。

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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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)
販売会社名
株式会社ＳＢＩ証券
株式会社しん証券さかもと
大山日ノ丸証券株式会社
マネックス証券株式会社

登録番号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第４４号
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第５号
金融商品取引業者
中国財務局長(金商)第５号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１６５号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１９５号

楽天証券株式会社
株式会社第三銀行
（新規買い付けのお申し込みは停止しております）

株式会社東北銀行
株式会社福島銀行
株式会社北洋銀行

登録金融機関
東海財務局長(登金)第１６号
登録金融機関
東北財務局長(登金)第８号
登録金融機関
東北財務局長(登金)第１８号
登録金融機関
北海道財務局長(登金)第３号

加入協会
日本証券業協会、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
日本証券業協会
日本証券業協会
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
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
日本証券業協会
日本証券業協会
日本証券業協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。

（順不同）

投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求・お申込みは各販売会社にお問い合わせください。

投資信託ご購入の注意
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。

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。

◆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＞株式会社りそな銀行
[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/

180129JS118558アジオセREIT 分配⾦
ファンドの主な投資リスク、ファンドの費⽤、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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