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2018年2⽉26⽇

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）
追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）
追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

⾜もとの運⽤状況について
各ファンドの分配⾦再投資基準価額の騰落率は、以下の表の通りとなりました。
年初来でみると、⾜もとで⽶国株式市場の急落を受けた世界的株安の影響を受け、「ヘッジあり」の2ファンドでは⼩幅のプラ
スにとどまり、また「ヘッジなし」の2ファンドでは⽶ドル安/円⾼の影響からマイナスとなりました。しかしながら各ファンドの
設定来でみると、4ファンドともプラスのパフォーマンスを維持しています。
また2⽉に、イートン・バンス・マネジメントが運⽤する外国籍投信を通じて実質的に組み⼊れている銘柄で、⽇本の⺠事再⽣
法にあたる連邦破産法11条の適⽤を申請した企業があったものの、銘柄の分散を図って運⽤を⾏っていることから当銘柄の組み⼊
れ⽐率は少なく、各ファンドへの影響は軽微なものとなりました。

【各ファンドの分配⾦再投資基準価額の騰落率】
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

年初来

設定来

-5.1％

39.8％

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

0.4％

8.5％

バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）

-5.1％

19.4％

バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）

0.4％

6.6％

※期間：年初来は、2017年12⽉29⽇〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
設定来は、バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）は2012年12⽉14⽇（設定⽇前⽇）〜2018年2⽉16⽇（⽇次）、
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）は2013年9⽉27⽇（設定⽇前⽇）〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
※上記騰落率は税引前の分配⾦を各ファンドに再投資したものとして算出しています。

【各ファンドの運⽤実績】
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（円）

※期間：2012年12⽉14⽇（設定⽇前⽇）〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）
※期間：2013年9⽉27⽇（設定⽇前⽇）〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
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※設定⽇前⽇を10,000円として指数化しています。
※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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）
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バンクローン指数の推移と変動要因
バンクローン指数の推移をみると、2015年5⽉から2016年2⽉まで⼤きく下落したものの、その後は上昇基調で推移していま
す。⾜もと約1年間の推移をみると、2018年2⽉上旬に世界的な株式市場の下落を受け、バンクローン指数も⼀時下落したものの、
下値は限定的となり、おおむね堅調に推移しました。
また要因別では、キャピタル要因（市場価格）は1年間でみるとプラスマイナスまちまちとなったものの、2018年1⽉は⽶景気の
底堅さを背景に⼤きく上昇しました。またインカム要因（利息収⼊）は安定してプラスとなっています。
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【バンクローン指数の推移】
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※期間：2017年1⽉末〜2018年1⽉末（⽉次）
※期間：（上グラフ）2012年12⽉31⽇〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
※期間：（下グラフ）2017年1⽉31⽇〜2018年2⽉16⽇（⽇次）
※指数については、最終ページの【当資料で使⽤している指数】をご覧ください。 出所：S&P/LCDのデータもとにアセットマネジメントOne作成

バンクローン市場を取り巻く環境
2⽉2⽇、発表された⽶雇⽤統計が良好な結果となり、FRB（⽶連邦準備制度理事会）による⽶政策⾦利の引き上げペースが加
速するとの⾒⽅が強まりました。これを受けて⽶国⻑期⾦利が上昇する⼀⽅で⽶国株式市場が下落し、世界的な株価下落に波及し
ました。各資産のパフォーマンス推移をみると、多くの資産が下落するなか、バンクローンは⼩幅の下落にとどまり、値動きが相
対的に⼩さく安定していたことが分かります。
また、⽶国ではFRBが2015年12⽉から段階的に政策⾦利の引き上げを⾏っていますが、同期間を⾒ると、バンクローンは相対
的に低いリスクで、⼿堅くリターンを獲得しています。
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【各資産のパフォーマンス推移】
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【⽶国政策⾦利上昇局⾯（2015年以降）
における各資産のリスク・リターン（⽇次）】
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※期間：2015年12⽉15⽇（FRBによる利上げ開始の前営業⽇）〜
2018年2⽉16⽇（⽇次）

※各指数については、最終ページの【当資料で使⽤している指数】をご覧ください。
出所：S&P/LCDのデータ、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

今後の⾒通し
バンクローン市場は、短期的には投資家からの需要や同市場への供給のバランスの変化による価格変動が想定されるものの、
⽶国で底堅い景気が続くことが⾒込まれるなか、好調な企業業績や歴史的な低⽔準で推移するデフォルト（企業の倒産）率を背
景に、相対的に魅⼒的と考えられるインカム収⼊により⽀えられ、堅調に推移すると考えられます。
※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)／(ヘッジあり)の各ファンドは、外国投資法人を通じて、主として外貨建てのバンクロー
ン(貸付債権)に投資します。実質的に組み入れた資産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、各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．主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指し
て運用を行います。
◆ケイマン諸島籍の外国投資法人｢イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レー
ト・インカム・ポートフォリオ － クラスⅠ３＄シェアーズ(以下｢バンクローン・ポートフォリオ｣といいます｡)｣米ドル
建て投資証券(運用：イートン・バンス・マネジメント)と国内投資信託｢日本短期公社債マザーファンド｣受益証券(運用：
アセットマネジメントOne株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
投資者（受益者）

購入代金

分 配 金
換金代金
償 還 金

投資

バンクローン･
ファンド
(ヘッジなし)／
(ヘッジあり)

損益

イートン・バンス・インターナショナル
(ケイマン・アイランズ)
フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ
－ クラスＩ３＄シェアーズ
(ケイマン諸島籍)

投資
損益

米国企業向けの
バンクローンなど

運用：イートン・バンス・マネジメント

投資

日本短期公社債マザーファンド(国内籍)

投資

損益

運用：アセットマネジメントOne株式会社

損益

わ が 国 の
短期公社債など

◆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、バンクローン・ポートフォリオ
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。
バンクローン
・企業が資金を調達する手段である融資(ローン)の一つで、単独の銀行が審査を行って企業に資金を貸し出す｢銀行融資｣と
は異なり、銀行などの複数の金融機関が同一の契約によって協調して企業に資金を貸し出す仕組みの融資(シンジケート・
ローン)です。また一般に、バンクローンには担保が付いています。
※各ファンドにおけるバンクローンとは、主に米国市場で取引されるバンクローンを指します。

・バンクローンは、借り手企業の信用力によって投資適格と非投資適格の二つの種類に分類されます。一般に、非投資適格
のローンは銀行などの転売によりバンクローン市場で活発に売買が行われており、投資家は市場を通してこれらの非投資
適格のローンに投資を行います。

２．為替ヘッジの有無により、２つのファンドから選択できます。
◆バンクローン・ファンド(ヘッジなし)では、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
◆バンクローン・ファンド(ヘッジあり)では、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リス
クの低減を図ることを基本とします。
◆バンクローン・ファンド(ヘッジなし)／(ヘッジあり)の各ファンド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。また、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取り扱いと
なる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
各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．原則として、毎月１０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、投資信託証券からの分配金水準などを参考に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。

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）

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）
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（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。

信用リスク

公社債など(バンクローン含む。以下同じ｡)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、時には無価値になることもありま
す。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いため、
投資適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。

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、各ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドが実質的に投資対象とするバンクロ
ーンは、一般に市場における流動性が相対的に低いため、市況によっては大幅な安値での売
却を余儀なくされる可能性があります。

為替変動リスク

金利変動リスク
カントリーリスク
特定の投資信託証券
に投資するリスク

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、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
なお、バンクローン・ファンド(ヘッジあり)では原則として対円での為替ヘッジを行い為替
変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投
資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利
が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
公社債などの価格は、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
には公社債などの価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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、各ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
各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、各ファンドの運用
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。

※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。
各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。

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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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

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
換金制限

ニューヨーク証券取引所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。
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・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

2022年12月9日まで（2012年12月17日設定）

繰上償還

各ファンドが主要投資対象とするバンクローン・ポートフォリオ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。
・バンクローン・ポートフォリオの主要投資対象が変更となる場合
・バンクローン・ポートフォリオ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。
・各ファンドにおいて受益権の総口数が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10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。
※各ファンドのお申込コースには、「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

『ヘッジなし』／『ヘッジあり』の各ファンド間において乗り換え（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
購入価額に、3 . 2 4 ％（ 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。

購入時手数料
信託財産留保額

ありません。

●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年率1 . 7 5 6 4 ％（ 税抜1 .6 7 ％） 程度
※上記はバンクローン・ポートフォリオを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。
・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664％（税抜1.08％）
※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証券：バンクローン・ポートフォリオの純資産総額に対して年率0.59％程度
※バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれま
す。
（注）ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいない
ため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。

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。
※投資対象とするバンクローン・ポートフォリオにおいては、有価証券等の売買手数料、法務費用、監査その他の会計関係費用、
金利、印刷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。

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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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
みずほ証券株式会社
いよぎん証券株式会社
エース証券株式会社
木村証券株式会社
大山日ノ丸証券株式会社
髙木証券株式会社
中銀証券株式会社
とうほう証券株式会社
(ヘッジなしのみ取り扱いを行います)

西村証券株式会社
百五証券株式会社
ふくおか証券株式会社
ほくほくＴＴ証券株式会社
(新規買い付けのお申込みは停止しております)
(ヘッジなしのみ取り扱いを行います)

三豊証券株式会社
明和證券株式会社
ＵＢＳ証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社
株式会社大垣共立銀行
株式会社熊本銀行
株式会社親和銀行
株式会社第三銀行
株式会社但馬銀行
株式会社千葉興業銀行
株式会社中京銀行
株式会社東京スター銀行
株式会社東邦銀行
(ヘッジなしのみ取り扱いを行います)

株式会社福岡銀行
株式会社北陸銀行
(ヘッジなしのみ取り扱いを行います)

株式会社三重銀行

登録番号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第９４号
金融商品取引業者
四国財務局長(金商)第２１号
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第６号
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第６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
近畿財務局長(金商)第２０号
金融商品取引業者
中国財務局長(金商)第６号
金融商品取引業者
東北財務局長(金商)第３６号
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第２６号
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第１３４号
金融商品取引業者
福岡財務支局長(金商)第５号
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第２４号
金融商品取引業者
四国財務局長(金商)第７号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１８５号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第２６３３号
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１９９号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第３号
登録金融機関
九州財務局長(登金)第６号
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第３号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第１６号
登録金融機関
近畿財務局長(登金)第１４号
登録金融機関
関東財務局長(登金)第４０号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第１７号
登録金融機関
関東財務局長(登金)第５７９号
登録金融機関
東北財務局長(登金)第７号
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第７号
登録金融機関
北陸財務局長(登金)第３号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第１１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
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
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
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
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
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
一般社団法人金融先物取引業協会
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
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本証券業協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本証券業協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本証券業協会

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）

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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バンクローン・ファンド(ヘッジなし／年１回決算型)(ヘッジあり／年１回決算型)の各ファンドは、外国投資法人を通じて、主
として外貨建てのバンクローン(貸付債権)に投資します。実質的に組み入れた資産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、各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．主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指し
て運用を行います。
◆ケイマン諸島籍の外国投資法人｢イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レー
ト・インカム・ポートフォリオ － クラスⅠ３＄シェアーズ(以下｢バンクローン・ポートフォリオ｣という場合がありま
す｡)｣米ドル建て投資証券(運用:イートン・バンス・マネジメント)と国内投資信託｢日本短期公社債マザーファンド｣受益
証券(運用:アセットマネジメントOne株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。

投 資 者 （受 益 者 ）

購入代金

分 配 金
換金代金
償 還 金

投資

バンクローン･ファンド

損益

イートン･バンス･インターナショナル
(ケイマン･アイランズ)
フローティング･レート･インカム･
ポートフォリオ － クラスＩ３＄シェアーズ

投資

(ケイマン諸島籍)
運用:イートン･バンス･マネジメント

損益

投資

日本短期公社債マザーファンド (国内籍)

投資

損益

運用:アセットマネジメントOne株式会社

損益

(ヘッジなし／年１回決算型)
(ヘッジあり／年１回決算型)

米国企業向けの
バンクローンなど

わ が 国 の
短期公社債など

◆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、バンクローン・ポートフォリオ
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。
バンクローン
・企業が資金を調達する手段である融資(ローン)の一つで、単独の銀行が審査を行って企業に資金を貸し出す｢銀行融資｣と
は異なり、銀行などの複数の金融機関が同一の契約によって協調して企業に資金を貸し出す仕組みの融資(シンジケート・
ローン)です。また一般に、バンクローンには担保が付いています。
※各ファンドにおけるバンクローンとは、主に米国市場で取引されるバンクローンを指します。

・バンクローンは、借り手企業の信用力によって投資適格と非投資適格の二つの種類に分類されます。一般に、非投資適格
のローンは銀行などの転売によりバンクローン市場で活発に売買が行われており、投資家は市場を通してこれらの非投資
適格のローンに投資を行います。

２．為替ヘッジの有無により、２つのファンドから選択できます。
◆(ヘッジなし／年１回決算型)では、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
◆(ヘッジあり／年１回決算型)では、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減
を図ることを基本とします。
※(ヘッジなし／年１回決算型)と(ヘッジあり／年１回決算型)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。また、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取り扱いとなる場合があります。
詳しくは販売会社でご確認ください。
各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．原則として、年１回(毎年６月１０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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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）
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（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。

信用リスク

公社債など(バンクローン含む。以下同じ｡)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、時には無価値になることもありま
す。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いため、
投資適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。

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、各ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドが実質的に投資対象とするバンクロ
ーンは、一般に市場における流動性が相対的に低いため、市況によっては大幅な安値での売
却を余儀なくされ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、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
なお、バンクローン・ファンド(ヘッジあり／年１回決算型)では原則として対円での為替ヘ
ッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるもので
はなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うに
あたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、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

公社債などの価格は、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
には公社債などの価格は下落し、各ファンド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

各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、各ファンドの運用
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。

※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。
各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。
◆収益分配金に関する留意事項◆
○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
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。また、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。
○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド
購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

※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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）

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

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
換金制限

ニューヨーク証券取引所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。
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・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

2028年6月9日まで（2013年9月30日設定）

繰上償還

各ファンドが主要投資対象とするバンクローン・ポートフォリオ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。
・バンクローン・ポートフォリオの主要投資対象が変更となる場合
・バンクローン・ポートフォリオ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。
・各ファンドにおいて受益権の総口数が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

毎年6月10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。
※各ファンドのお申込コースには、「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

『ヘッジなし／年1回決算型』／『ヘッジあり／年1回決算型』の各ファンド間において乗り換え（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 . 2 4 ％（ 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

ありません。

●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年率1 .7 5 6 4 ％（ 税抜1 . 6 7 ％） 程度
※上記はバンクローン・ポートフォリオを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。
・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664％（税抜1.08％）
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、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。
・投資対象とする外国投資証券：バンクローン・ポートフォリオの純資産総額に対して年率0.59％程度
※バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれま
す。
（注）ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいない
ため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。

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。
※投資対象とするバンクローン・ポートフォリオにおいては、有価証券等の売買手数料、法務費用、監査その他の会計関係費用、
金利、印刷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。

※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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）

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
エース証券株式会社
木村証券株式会社
七十七証券株式会社
大山日ノ丸証券株式会社
髙木証券株式会社
ふくおか証券株式会社
株式会社大垣共立銀行
株式会社熊本銀行
株式会社七十七銀行
株式会社親和銀行
株式会社第三銀行
株式会社福岡銀行

登録番号
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第６号
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第６号
金融商品取引業者
東北財務局長(金商)第３７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
近畿財務局長(金商)第２０号
金融商品取引業者
福岡財務支局長(金商)第５号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第３号
登録金融機関
九州財務局長(登金)第６号
登録金融機関
東北財務局長(登金)第５号
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第３号
登録金融機関
東海財務局長(登金)第１６号
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第７号

加入協会
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
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
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
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）

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１７ において
「バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）」が
『最優秀ファンド』（ローン・パーティシペーション・ファンド（評価期間：3年））を受賞しました。
「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１７」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters
Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファン
ドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。 選定/評価に際しては、トムソン・ロイ
ター リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパー・
リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders )」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関
する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析してい
るのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことに
ご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、
その正確性、完全性等について保証するものではありません。
なお、評価対象ファンドは、日本国内で販売登録されているファンドのうち、2016年末時点で36カ月以上の運用実
績のあるファンド並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドです。©2017 Thomson Reuters. All rights
reserved.
※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を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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バンクローン・ファンド（ヘッジなし）／（ヘッジあり）
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）／（ヘッジあり／年1回決算型）

◆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/

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、預⾦保険機構及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及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。
●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。
●各ファンドは、外国籍の投資信託証券を通じて、主として外貨建てのバンクローン（貸付債権）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。
●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（2018年2⽉21⽇）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

【当資料で使⽤している指数】

●バンクローン：S&P/LSTAレバレッジド・ローン・インデックス
●⽶国株式：ダウ・ジョーンズ⼯業株価平均
●⽶国国債：FTSE世界国債インデックス（アメリカ）
●⽶国ハイイールド債券：BofAメリルリンチUSハイイールド・インデックス
●⽶国投資適格債券：BofAメリルリンチUSコーポレート・インデックス

【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。ダウ・ジョーンズ⼯業株価平均、S&P/LSTA レバレッジド・ローン・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。
●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的
財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
●BofAメリルリンチUSコーポレート・インデックス、BofAメリルリンチUSハイイールド・インデックスはバンクオブアメリカ･メリルリンチが算出
している指数で、著作権等の知的財産その他⼀切の権利はバンクオブアメリカ・メリルリンチに帰属します。

180221JS118348,349,535,536 ファンド通信

※上記は過去の情報および当資料作成時点における⾒解であり、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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