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※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。

分配⾦再投資基準価額を⾒ると、2016年初以降は上昇基調にあります。これは、ブラジル中央銀⾏（以下、
中銀）による積極的な⾦融緩和政策や国内景気の回復などを受けて、市場参加者がブラジル経済をポジ
ティブにとらえ、資⾦の流⼊が続いているためです。

本年初からみると、分配⾦再投資基準価額は⼩幅に下落しました。ブラジル債券市場
は底堅い推移となったものの、⽶国⾦利の上昇を受けたリスク回避の動きがレアルの
上値を重くしたほか、⽶国財政⾚字拡⼤に対する懸念などが⽶ドル安・円⾼をもたら
したことでレアル安・円⾼となり、分配⾦再投資基準価額の上値を重くしました。

⽐較的⾼い⾦利⽔準であるブラジル債券市場への投資家需要は根強いと想定されるも
のの、今年10⽉に⾏われるブラジル⼤統領選挙の不透明感などを受けて債券市場が荒
い動きになる可能性に考慮し、デュレーションを短期化するなど中⽴的なポートフォ
リオに変更しました。

新光ブラジル債券ファンドの運⽤状況について教えてください。

※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。

「新光ブラジル債券ファンド」の運⽤実績

ファンドの運⽤状況・ブラジル経済の現状と⾒通し
Q&A集

ファンドマネジャーに聞いてみた

新光ブラジル債券ファンド
ファンドマネジャー

本年初からの推移

※期間：2008年12⽉19⽇（設定⽇前⽇）〜2018年2⽉28⽇（⽇次）
※期間：2017年12⽉29⽇〜2018年2⽉28⽇（⽇次）
※2017年12⽉29⽇を100として指数化
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本年初からの推移

実質GDP成⻑率（前年同期⽐）の推移

※期間：2007年第1四半期〜2017年第4四半期（四半期ベース） 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

⾜もとのブラジル経済の状況について教えてください。

ブラジル経済は最悪期を脱し、景気回復に向かっていると考えられます。

国の経済成⻑率を表す実質GDP成⻑率をみると、2014年第2四半期から前年同期⽐でマイナス成⻑となってい
ました。その後2016年第1四半期より徐々にマイナス幅を縮⼩し、2017年第2四半期以降はプラス成⻑となっ
ています。

株式市場でみると、2010年後半より下落基調が続いたものの、2016年初からは⼤きく上昇しています。
2017年5⽉に報道されたテメル⼤統領の汚職疑惑で株価は⼀時⼤きく下落しましたが、労働改⾰法案の成⽴や
国営企業の⺠営化など構造改⾰の動きが継続したことに加え、好調なIPOにより海外からの資⾦流⼊もあったた
め、株式市場は上昇しました。

本年初からみると世界的な株式市場の調整のほか、年⾦改⾰法案採決の断念などがマイナスの材料
となりました。しかしその後、税の簡素化など新たな経済政策が打ち出され、その期待感から株式
市場は上昇し、2017年末から直近（2018年2⽉28⽇）までをみると、11.7％上昇しています。

※期間：2008年2⽉29⽇〜2018年2⽉28⽇（⽇次） ※期間：2017年12⽉29⽇〜2018年2⽉28⽇（⽇次）

ブラジル ボベスパ指数の推移

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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※期間：2013年1⽉末〜2018年1⽉末（⽉次） 出所：ブラジル中央銀⾏のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

ブラジルの経済が回復傾向にあるのはどうしてですか？

ブラジル経済が回復している理由としては、以下の2点が挙げられます。
①インフレ率が低下傾向にあり、政策⾦利を引き下げてきたこと
②経済改⾰への期待感があること

まず①についてご説明します。
ルセフ前政権下のブラジルでは、過去の放漫財政の影響を受けて、ガソリン等の助成⾦の縮⼩などを余儀
なくされ、⾼いインフレ率に悩まされていました。これを解消するための⾦融引き締めは、消費の落ち込
みや投資の減退をもたらしました。
その後、景気の悪化などによりインフレ圧⼒は鈍化しました。これを受けて中銀は積極的な⾦融緩和を⾏
い、政策⾦利を引き下げることで、経済の活性化を促しています。⾜もとでは中銀のインフレ⽬標レンジ
を下回る⽔準で推移しています。

政策⾦利とインフレ率の推移

ブラジルの資⾦流出⼊状況

次に②についてご説明します。
2016年8⽉に就任したテメル⼤統領は、社会保障制度改⾰を柱とした財政健全化を⽬指していました。
財政健全化はブラジルが投資家の信頼を得るために必要不可⽋であり、テメル⼤統領の⽅針は投資家
の間で歓迎されていました。

改⾰の⽬⽟であった年⾦改⾰法案の採決は⾒送られ、今年10⽉の⼤統領選挙以降に持ち越されると
みられるものの、発表された各種経済指標が好調だったことや、資源価格の堅調さなどがプラス材
料となり、同国の経済成⻑への期待感からブラジルへの資⾦流⼊はおおむね安定しています。

※期間：2008年2⽉末〜2018年2⽉末（⽉次）（インフレ率は1⽉末まで） 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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テメル⼤統領による財政改⾰は、どのような取り組みが評価されているのですか？

社会保障制度、特に年⾦制度⾒直しの取り組みです。

ブラジルでは財政⾚字が深刻な問題となっており、投資家からの信頼を損なう⼀因となっています。特
に2014年以降、景気の悪化を受けて⾚字となっている基礎的財政収⽀（プライマリーバランス）につい
ては、⿊字化が⼤きな課題となっています。
2003年から労働者党政権下で実施された「ボルサ・ファミリア」と呼ばれる低所得世帯向けの給付⾦制
度などに代表される伝統的なバラマキ型の政策が、景気の悪化で歳⼊が伸び悩むブラジル財政に影を落
としています。

また、ブラジルでは年⾦制度が⼿厚く、50歳前後から年⾦を受給でき、公務員においては退職
時の給料を⽣涯もらえるという仕組みになっています。これにより社会保障費が増加し、中央
政府の⽀出拡⼤を招いています。

テメル⼤統領は年⾦制度の⾒直しなど、財政健全化への積極的な取り組みを進めており、この
ことが好感され、株式、債券、為替市場の上昇をもたらしたと考えられます。

【具体的な取り組み】
●歳出上限法案：

今後20年にわたり、歳出の伸びをインフレ率以
下に抑える「歳出上限規制に係る憲法改正案」
が議会に提出され、2016年12⽉に議会で承認
されました。

●社会保障制度の⾒直し：
年⾦制度の改⾰を⾏い、政府の年⾦⽀出抑制を
⽬指しています。（テメル政権下では困難）
・男⼥共に年⾦需給開始最低年齢を引き上げ
・最短納付期間の延⻑ など

基礎的財政収⽀

財政改⾰の進捗状況について教えてください。

テメル政権下での成⽴は困難となりました。

2⽉下旬に、治安悪化が深刻化するリオデジャネイロ州の治安権限が、2018年末まで連邦政府に移管されるこ
ととなりました。ブラジル憲法では、連邦政府が州に介⼊している間の憲法改正が禁じられているため、憲法
改正を必要とする年⾦改⾰法案の採決は、介⼊が停⽌されるまで不可能となりました。
またテメル⼤統領は今年10⽉に⾏われる⼤統領選挙に出⾺しないと明⾔したため、テメル政権下での年⾦改
⾰法案の成⽴は難しい状況となっています。
財政改⾰については、次期政権下で継続されるかが委ねられる形となりました。

その⼀⽅で、政府は代替策として15の経済政策を打ち出し、優先的に注⼒すると発表しました。
中銀の独⽴性や税の簡素化、ブラジル中央電⼒の⺠営化などが盛り込まれており、政府の改⾰に
対する前向きな姿勢が市場では好感されています。

※期間：2013年1⽉末〜2018年1⽉末（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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最近ブラジルが格下げされたと聞いたのですが？

今年1⽉に⽶⼤⼿格付会社のS&P社が、ブラジルの債務格付けを「BB」から「BB-」に⼀段階引き下げました。

格下げの背景としては、以下が挙げられています。
●財政健全化の法制化が遅れていること
●2018年の⼤統領選挙後の政策⾒通しが不透明であること

年⾦改⾰法案の下院投票が⾒送られ、今年10⽉に実施される⼤統領選挙後に先送りされ財政改⾰の
遅れが懸念されるほか、⼤統領選挙で多数の候補者が乱⽴するとみられ、政策の不確実性が増して
いることが理由として挙げられます。

⼀⽅で、S&Pが挙げた格付け理由は市場では既に織り込まれていたほか、格付け⾒通しが「安定的」
となったため、更なる格下げに対する懸念が後退したことなどから、株式や債券市場へのインパクト
は限定的となりました。

ブラジルの信⽤格付け（S&P）の推移

※期間：2008年2⽉末〜2018年2⽉末（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

今年の10⽉に開催される⼤統領選挙について教えて？

現時点では⼤統領候補者は決まっていませんが、
今回の選挙における注⽬ポイントは、各候補者の
財政改⾰の姿勢についてです。

テメル⼤統領は財政健全化への取り組みを進め、
ブラジルの中⻑期的な安定に必要不可⽋な政策で
あったことから、市場ではその取り組みが評価さ
れていました。

財政健全化を⽬指す候補者が⼤統領として選出さ
れることとなれば、ブラジルへの期待感が⾼まり、
同国への資⾦流⼊に繋がるとみられます。

6⽉にロシアで開催されるワールドカッ
プが終了した後、選挙運動が本格化する
と考えます。

4⽉7⽇ ⼤統領候補者の所属政党表明期⽇
候補者の公職辞任期限

6⽉14⽇〜7⽉15⽇ （ワールドカップ）

7⽉20⽇〜8⽉5⽇ 党⼤会で候補者を決定

8⽉15⽇ ⽴候補 締切り

8⽉16⽇〜9⽉29⽇ 選挙運動期間

10⽉7⽇ 投票⽇

10⽉12⽇〜10⽉26⽇
選挙運動期間
（いずれの候補者も過半数を得票しな
かった場合、上位２候補者で決選投票）

10⽉28⽇ 決選投票⽇

2018年 ブラジル⼤統領選 ⽇程

出所：イタウ・アセットマネジメント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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今後、ブラジルについてどのような点を注視しますか？

まず1つ⽬は、財政改⾰の⾏⽅と政治動向です。
前述したように、テメル政権下での財政改⾰の柱である年⾦改⾰は頓挫し、今後についても不透明感が残ります。
今年10⽉の⼤統領選挙で選出される、次期⼤統領の財政改⾰に対する姿勢が注⽬されます。

2つ⽬は、中銀による⾦融政策です。
インフレ率が安定して推移していることなどを背景に中銀は利下げを継続し、2⽉のCOPOM（通貨政策委員会）
においても利下げを実施しました。その⼀⽅、声明⽂で緩和サイクルの休⽌が適切であると⽰唆したため、次回
会合では政策⾦利が据え置かれるとみられます。しかし、基本シナリオやリスクバランスの変化で、さらなる緩
和を実施する可能性もあるため、今後の中銀の動向には注視しています。

3つ⽬は、⽶国の⾦融政策です。
⽶国では2015年末から継続的に政策⾦利の引き上げを実施し、2018年も年3〜4回程度利上げが
⾏われるとみられます。これにより、⾼リスク資産への投資妙味が薄れ、ブラジルから資⾦が流出
する懸念も考えられ、注意が必要です。

本年初からの推移

ブラジルレアルの推移

●景気について
インフレ圧⼒の後退や政策⾦利の引き下げを受けて、個⼈消費を中⼼に景気は改善しています。中⻑期的には企
業の設備投資が活発化すると考えられ、ブラジル景気は底堅く推移すると⾒込まれます。

●ブラジル債券市場について
⼤統領選挙の⾏⽅などを睨み値動きの荒い場⾯も想定されますが、⽐較的⾼い⾦利⽔準を維持しているブラジル
債券市場に対する投資需要は根強いと想定され、堅調な推移を想定しています。なお、中銀の緩和サイクルは終
了に近づきつつあるものの、インフレ圧⼒の後退などから利下げ余地は残されていると考えています。

●ブラジルレアルについて
ブラジル景気に持ち直しの動きが⾒られるなか、海外からの安定的な直接投資などにより、底堅
く推移すると考えます。⼀⽅で、年⾦改⾰への取り組みが頓挫するなか、新たに打ち出された経
済政策の進捗や⼤統領選挙の動向などを⾒極める形で、神経質な相場展開が想定されます。

今後のブラジルの景気・市場⾒通しを教えてください。

※期間：2017年12⽉31⽇〜2018年2⽉28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

※期間：2008年2⽉29⽇〜2018年2⽉28⽇（⽇次）

※上記の⾒通し・⾒解は当資料作成時点のものであり、市場環境等により予告なく変更する場合があります。

3.1

3.2

3.3

3.4

3.532

33

34

35

36

17/12 18/1 18/2
円/ブラジルレアル（左軸）
ブラジルレアル/⽶ドル（右軸､逆⽬盛）

（年/⽉）

（円/レアル） （レアル/⽶ドル）
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当ファンドは、主として外国籍の投資信託証券を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資します。実質的に組み入れ
た債券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、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．主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財
産の成長を目指して運用を行います。 

◆原則として為替ヘッジを行いません。 
 

２．ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 

◆ブラジル籍外国投資法人｢ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ｣(以下｢ブラジルボンド・ファンド｣という場
合があります。運用：イタウ・ユニバンコ・エス・エー)投資証券と国内投資信託｢短期公社債マザーファンド｣(運用：ア
セットマネジメントOne)に投資を行います。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

※イタウ・ユニバンコ・エス・エーは、２００８年、ブラジルを拠点とするユニバンコ銀行とイタウ銀行の統合によって生まれたブラジル
の大手民間銀行で、同金融グループはラテンアメリカ地域で 大の規模を誇る金融グループの１つです。 

◆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、ブラジルボンド・ファンドの組
入比率は原則として高位とすることを基本とします。 

※ブラジルボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を

解約し、信託を終了させます。 

 

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行われない場合があります｡ 

 

３．原則として、毎月８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、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標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。 

 

新光ブラジル 

債券ファンド 

投
資
者
（
受
益
者
）

短期公社債マザーファンド (国内籍) 

運用：アセットマネジメントOne 

ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ 
(ブラジルレアル建て)(ブラジル籍) 
運用：イタウ・ユニバンコ・エス・エー 

ブラジルの国債など

わが国の 

短期公社債など 

(当ファンド) 

投資 

損益 

分 配 金 
換金代金 
償 還 金 

購入代金 

投資 

損益 

投資 

損益 

投資 

損益 
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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、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。 

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。 
当ファンドは実質的にブラジルの債券などに投資しますが、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。 

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、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相
対的に高くなる可能性があります。 

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、当ファンド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、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 

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、当ファン
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 

当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、当ファンドの運用
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。 

投資対象ファンド 
にかかる税制変更 
のリスク 

当ファンドが組み入れる外国投資法人の設定地および当該外国投資法人が投資を行う国にお
いて、税制などの変更があった場合には、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。 

※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。 
 

ブラジルへの投資にあたってのご留意事項（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） 

ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(ＩＯＦ:金融取引税)が課せられる場合
があります。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送
金)を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因
となります。ブラジルにおける為替取引への課税は、多くの場合、導入、撤廃、あるいは税率の変更が事前の猶予期
間なく行われます。また、過去においては、換金に伴う為替取引について税金が課せられたことがあります。この場
合も、基準価額の下落要因になります。 

当ファンドでは、為替取引に伴う税負担による基準価額の下落を回避、あるいは軽減するため、購入や換金について、
追加設定時信託財産留保額(購入時)または信託財産留保額(換金時）、あるいはその両方を設けることがあります。こ
れら留保額は、原則として、為替取引に課せられる税に相当するものとして委託会社が定める率を基に算出した額と
なります。ただし、税制変更を直ちに反映するものではありません。また、投資信託財産からみて為替取引の規模が
比較的小さいと判断される場合には、これら留保額の適用を見送ることがあります。 
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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。）
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、購入申込受付日の翌
   営業日の販売基準価額（追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額）となります。

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
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、信託財産留保額がかかる場合は、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となります。

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 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・サンパウロ証券取引所の休業日　　・サンパウロの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

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

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・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2023年12月8日まで（2008年12月22日設定）

繰上償還 当ファンドが主要投資対象とするブラジルボンド・ファンド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。
・ブラジルボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
・ブラジルボンド・ファンド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。
・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8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。

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）

●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、3.78％（税抜3.5％）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。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、販売基準価額（追加
   設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額）となります。

追加設定時信託財産留保
額・信託財産留保額

ありません。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額または信託財産留保額、あるいはその
   両方がかかる場合があります。

●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）

・実質的な負担：ファンドの日々の純資産総額に対して 大で年率1.546％（税抜1.45％）程度
※上記はブラジルボンド・ファンドを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。
・当ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296％（税抜1.2％）
※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：ブラジルボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.25％

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。
※投資対象とするブラジルボンド・ファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、外国投資法人の設立に関する費用等がかか
   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。

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。



ファンド通信ファンド通信 新光ブラジル債券ファンド

11※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。

 

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 登録番号 加入協会 

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 

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 

藍澤證券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 

あかつき証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第６７号 

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 

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 

日本証券業協会

岩井コスモ証券株式会社 
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第１５号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

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 

日本証券業協会

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 

日本証券業協会

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 

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 

岡三にいがた証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１６９号 

日本証券業協会

岡安証券株式会社 
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第８号 

日本証券業協会

九州ＦＧ証券株式会社 
金融商品取引業者
九州財務局長(金商)第１８号 

日本証券業協会

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 

日本証券業協会

上光証券株式会社 
金融商品取引業者
北海道財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会

株式会社しん証券さかもと 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第５号 

日本証券業協会

新大垣証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第１１号 

日本証券業協会

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 

日本証券業協会

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 

日本証券業協会

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 

日本証券業協会

西村証券株式会社 
金融商品取引業者
近畿財務局長(金商)第２６号 

日本証券業協会

日産証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１３１号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

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 

日本証券業協会

三豊証券株式会社 
金融商品取引業者
四国財務局長(金商)第７号 

日本証券業協会

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 

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 

株式会社池田泉州銀行 
登録金融機関
近畿財務局長(登金)第６号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社沖縄海邦銀行 
登録金融機関
沖縄総合事務局長(登金)第３号

日本証券業協会

株式会社佐賀銀行 
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第１号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社筑波銀行 
登録金融機関
関東財務局長(登金)第４４号 

日本証券業協会

株式会社東京都民銀行 
登録金融機関
関東財務局長(登金)第３７号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社トマト銀行 
登録金融機関
中国財務局長(登金)第１１号 

日本証券業協会

株式会社東日本銀行 
登録金融機関
関東財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会

株式会社肥後銀行 
登録金融機関
九州財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会

株式会社福邦銀行 
登録金融機関
北陸財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会

株式会社八千代銀行 
登録金融機関
関東財務局長(登金)第５３号 

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）
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【指数の著作権等】
■ブラジル ボベスパ指数に関する著作権等の知的財産その他⼀切の権利はサンパウロ証券取引所（BM&FBovespa）に帰属し

ます。

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

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。

○ 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。

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。

◆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＞三菱UFJ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/


