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マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
追加型投信／海外／株式

運用状況のご案内
2018年5月24日に設定・運⽤を開始した「マシューズ・アジア株式ファンド（愛称：パシフィック・
タイガー）」の⾜元の運⽤状況等をご案内いたします。

マシューズ・ファンド＊
（当ファンドの主要投資対象）

【ご参考】
MSCI ACアジア（除く日本）
インデックス

業種別組入比率

業種別組入比率

電気通信サービス 3.8％

公益事業 3.0％

その他 0.8％

電気通信サービス 3.7％

公益事業 4.7％
資本財・サービス 5.0％

エネルギー 4.6％
不動産 5.8％

生活必需品
21.4％

インドネシア 7.3％

フィリピン 1.8％

一般消費財・サービス
8.8％

国・地域別組入比率

台湾
13.0％

インド
20.7％

中国・香港
47.3％

韓国
17.3％

ポートフォリオ構成
マシューズ・ファンド

その他 1.2％

インドネシア 2.2％
タイ 2.7％
マレーシア 2.7％
シンガポール 4.2％
インド
9.5％

その他 1.8％

中国・香港
38.5％
韓国
12.7％

金融
23.4％

資本財・サービス
6.5％

情報技術
17.5％

国・地域別組入比率
米国 2.3％
スイス 2.4％
マレーシア 3.9％
タイ 4.3％
台湾 4.5％

情報技術
32.1％

生活必需品 4.8％

ヘルスケア 9.2％
一般消費財・サービス
9.4％

素材 4.5％

金融
22.8％

不動産 5.5％

ヘルスケア 2.8％

96.1％

DIAMマネーマザーファンド

0.8％

現金等

3.1％

＊ルクセンブルグ籍外国投資法人「マシューズ・アジア・ファンズ－パシフィック・タイ
ガー・ファンド－Ⅰクラスシェア（JPY）円建投資証券」
※2018年5月末時点
※業種、国・地域別の組入比率は組入株式評価額に対する割合、ポートフォリオ
構成の組入比率は純資産総額に対する割合です。
※業種は、世界産業分類基準（GICS）の業種分類にもとづきます。
※国・地域は、マシューズ・インターナショナル・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
（マシューズ・アジア）の分類にもとづきます。
※比率の合計は、四捨五入の関係で100％とならない場合があります。
※MSCI ACアジア（除く日本）インデックスは、投資対象市場における代表的な
指数としてご理解を深めていただくための参考として記載しており、当ファンドのベ
ンチマークではありません。

出所：ブルームバーグおよびマシューズ・アジアのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※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「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー
組入上位10銘柄

順位

銘柄名

業種

国・地域

組入比率
（％）

銘柄概要

1

華潤ビール

生活必需品

中国・香港

3.5

中国の最大手ビール会社。
中国のビール生産量は世界トップを独走し、華潤ビールは中国でトップ
シェアを握る「雪花ビール」を傘下にもつ。中高価格帯商品を中心にリブ
ランディングしており、若年層をターゲットに売上高の成長を目指している。

3.4

中国大手保険会社。
保険、銀行、資産運用およびインターネット金融といった個人金融サー
ビスを提供。創業時より技術革新を通じた従来型金融事業の変革を
一貫して行っており、保険（インシュアランス）と情報技術（テクノロ
ジー）が融合する「インステック」の分野で世界トップを目指している。今
後急速に進む中国の高齢化社会の恩恵を受けるとみられる。

3.3

中国最大級の医薬品販売会社。
主力事業の医薬品販売のほか、傘下のグループ企業を通じて物流、小
売店、医薬品メーカーおよび化学検査などさまざまな事業をてがけてい
る。

2

中国平安保険

3

シノファーム・
グループ

金融

ヘルスケア

中国・香港

中国・香港

4

コタック・
マヒンドラ銀行

金融

インド

3.2

インドで事業を展開する民間銀行。
在外インド人のための送金業務、海外顧客向けのインド国内投資商品
販売業務などを行うことにより、事業を米国やシンガポールなどの海外へ
と拡大している。また、事業多角化のため、個人向け金融への業務展
開に加えて、新規出店・預金残高拡大も実現している。

5

伊利集団

生活必需品

中国・香港

2.8

乳製品メーカー。
牛乳、粉末乳、アイスクリームなどの乳製品に加えて、冷凍食品や麺製
品も製造。同社の売上高は増加基調にあり、売上高・純利益は同業
でアジア最大。

6

百度
（バイドゥー）

情報技術

中国・香港

2.8

中国最大の検索エンジン提供会社。
検索エンジンで蓄積されたビッグデータを活用し、音声アシスタントの
「Duer OS」や、自動運転車の実現に向けた「Apollo自動運転プラッ
トフォーム」など、人工知能（AI）を柱に他社との提携を加速している。

7

ネイバー

情報技術

韓国

2.7

ポータルサイト運営会社。
検索エンジン、オンラインゲーム、コンテンツ開発をてがけるほか、広告を
通じたマーケティングサービスやeコマースサービスも提供する。同社は韓
国の検索エンジンシェアで7割超というシェアをもつ「Naver」を運営。また、
子会社にメッセンジャーアプリ「LINE」を運営するLINE社をもつ。

8

AIAグループ

金融

中国・香港

2.5

生命保険および金融サービス会社。
個人・法人向けに生命保険、年金プランおよび資産運用などのサービス
を提供する。2017年にはカンボジアに進出し、香港、タイ、シンガポール、
マレーシアなど18ヵ国や地域で事業を展開している。

2.5

1998年創業の中国大手ネットサービス会社。
ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）「微信（WeChat）」と呼ば
れるメッセンジャーアプリを軸に、幅広くサービスを展開している。今後は、
オンラインゲームやオンラインメディア（ビデオや音楽配信）なども利用す
るクロスユーザーが増えると考えられており、同社のさらなる成長が期待さ
れている。

2.4

タイの大手商業不動産開発会社。
ショッピングセンター、オフィスビルおよびコンドミニアムなどの開発・運営事
業を行う。マレーシアに大型商業施設「i-City Malaysia」を2018年に
オープンする予定であるほか、ベトナム、インドネシアへの進出も検討して
おり、さらなる成長が見込まれる。

9

テンセント・
ホールディングス

10

セントラル・
パタナ

情報技術

不動産

中国・香港

タイ

銘柄数：64銘柄

※2018年5月末時点
※組入比率は、組入株式評価額に対する割合です。
※国・地域は、マシューズ・アジアの分類にもとづきます。
※業種は、GICSの業種分類にもとづきます。
出所：マシューズ・アジアのデータおよび各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成
※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。今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該個別銘柄
の掲示は、取引の推奨を目的としたものではありません。
※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー

マシューズ・アジアからのメッセージ
過去20年間で、所得水準や生産性の向上、都市人口の増加などを背景にアジア地域は高い経済成長をみせていま
す。例えば中国では、東部のみならず内陸部でも世帯の所得水準が上昇傾向にあり、人々の消費行動に変化が起
きています。このような現象はタイ、インドネシア、ベトナムなどの東南アジア諸国連合（ASEAN）に加え、イ
ンドでもみられはじめています。同時に、中国やインドなどでは、コーポレートガバナンス（企業統治）の強化、
汚職の削減、生活水準の向上のため、構造改革の動きがみられます。
このような環境下、当ファンドではアジア地域の経済成長の恩恵を享受するために、中長期的な観点から景気循
環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に投資を行います。
私たちは、アジア地域で日々変化する消費者ニーズを的確に捉え、持続的な競争優位性を有するとみられるビジ
ネスを展開している、内需関連企業に注目しています。例えばヘルスケアセクターですが、参考としている
MSCI ACアジア（除く日本）インデックスと比較して、現在マシューズ・ファンドでは組入比率が高くなってい
ます。人々の所得水準が上昇すると、より高い医療サービスが求められるようになり、当セクターの成長につな
がると考えられます。また、内需の拡大ペースが比較的高いインドやASEANへの投資比率は、MSCI ACアジア
（除く日本）インデックスと比較して高い一方、台湾など経済に占める輸出貢献の大きい国は低めとなっていま
す。
アジア株式は⾜元、値動きの荒い場面がみられます。しかし上述の通り、私たちは中長期的な観点から運⽤を行
います。長年培ってきたアジア株式の運⽤ノウハウを活かし、引き続きアジア地域にみられる内需の拡大や消費
動向の変化の恩恵を享受できると期待される銘柄を厳選していきます。
※上記の見通しおよび運⽤方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

指数の著作権等
・MSCI ACアジア（除く日本）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。
・世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIお
よびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使⽤が許諾されたものです。MSCI、
S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使⽤から
得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確
性、完全性、商品性および特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、
MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、
間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、
一切の責任を負うものではありません。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー

ファンドの特色

1

主として日本を除くアジア地域に関係する株式（※１、※２）へ実質的に投資を行い、長期的
な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
 主として、ルクセンブルグ籍外国投資法人「マシューズ・アジア・ファンズ－パシフィック・タイ
ガー・ファンド－Ⅰクラスシェア（JPY）円建投資証券」（以下「マシューズ・ファンド」といいま
す。）と「DIAMマネーマザーファンド受益証券」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。
 マシューズ・ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※1

アジア地域に関係する株式とは、アジアに所在する企業に限らず、アジアの取引所に上場している企業、売上や利益、保有資産
などで50％以上をアジア地域が占める企業またはアジア各国の政府関連企業などを含みます。
※2 DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

2

アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な
収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を
総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築します。

3

株式の実質的な運用は、マシューズ・インターナショナル・キャピタル・マネジメン
ト・エルエルシー（以下「マシューズ・アジア」といいます。）が行います。
 マシューズ・アジアは、1991年に設立された、アジアに特化したアクティブ運⽤では米国最大級の運
⽤会社です（2017年12月末時点）。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金に関する留意事項
●収益分配は 、計算期間中に発生した運⽤収益 （経費控除後の配当等収益および売買益 （評価益を含みま
す。））を超えて行われる場合があります。したがって、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。
●受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なり
ます。
●分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準
価額が下落する要因となります。計算期間中の運⽤収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー

ファンドの投資リスク
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（実質的に投資する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。

基準価額の変動要因

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、発行企業の業績・経営状況の変化、
市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企
業の株価が下落した場合には、その影響を受け基準価額が下落する要因となります。当
ファンドが実質的に投資するアジア地域に関係する株式は、一般に先進国株式と比べ株価
変動が大きい傾向があります。このため、基準価額が大きく下落する場合があります。ま
た、当ファンドは実質的に個別銘柄の選択による投資を行うため、株式市場全体の動向か
ら乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。

為替変動リスク

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換
算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為
替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため、為替相場が当該実質組入
資産の通貨に対して円高になった場合には、実質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、また、取引規制等の要因
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。海外に投資する場合には、
これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当ファンドが実質
的に投資を行うアジア地域に関係する株式や通貨の発行者が属する国の経済状況は、一般
的に先進国経済と比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、
国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に
大きくなると予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、
海外への送金規制等の種々の規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著
しい影響をおよぼす可能性があります。

流動性リスク

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価
格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合に
は、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなること
があり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。新興国の株式に投資する場合、先進
国の株式と比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。

信⽤リスク

有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、その
影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に
陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信⽤格付けが格下げされた場
合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落す
る要因となります。

当ファンドが組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
特 定 の 投 資 信 託 証 券 成果に大きな影響をおよぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資す
に投資するリスク
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。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー

お申込みメモ（みずほ証券でお申込みの場合）
※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

購入単位

分配金受取コース
分配金再投資コース

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。）

換金単位

1口以上1口単位

換金価額

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

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。

購入・換金
申込不可日
換金制限

購入・換金申込
受付の中止
および取消し

1万口以上1口単位、1万円以上1円単位
1万円以上1円単位

ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日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。
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、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
込みの受付を取り消す場合があります。また、投資を行った投資信託証券の換金停止があるときは、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換金のお申込みの受付を取り消す場合があり
ます。

信託期間

2028年5月15日まで（2018年5月24日設定）

繰上償還

当ファンドが主要投資対象とするマシューズ・ファンドが存続しないこととなる場合または所定の事由
により商品の同一性が失われた場合には、当該信託を終了（繰上償還）させます。
受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算日

毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
「分配金受取コース」 原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
※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。

課税関係

当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時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。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA」の適⽤対象です。
※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。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。
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お客さまにご負担いただく手数料等について（みずほ証券でお申込みの場合）
下記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細につい
ては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
ご購入時
購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費
⽤の対価として、販売会社に支払われます。
購入時手数料

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％）

ご換金時
換金時手数料

ありません。

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0.1％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0044％（税抜0.93％）

ファンド

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

支払先

内訳（税抜）

主な役務

委託会社

年率0.30％

信託財産の運⽤、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価

販売会社

年率0.60％

購入後の情報提供、交付運⽤報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

年率0.03％

運⽤財産の保管・管理、委託会社からの運⽤指図の実行
等の対価

マシューズ・ファンドの純資産総額に対して年率0.90％程度（注）
投資対象とする
（注）ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総
外国投資法人
額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。

実質的な負担

その他の費⽤・
手数料

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.9044％（税抜1.83％）概算
※上記はファンドが投資対象とするマシューズ・ファンドを高位に組み入れた状態を想
定しています。

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費⽤、外国での資産の保管等に要する
費⽤、監査費⽤等が信託財産から支払われます。
※投資対象とするマシューズ・ファンドにおいては、上記以外にもその他の費⽤・手数料等が別途かかる場
合があります。
※その他の費⽤・手数料については、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。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。

7

ファンド通信

マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー

委託会社その他関係法人の概要
アセットマネジメントOne株式会社

委託会社

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
信託財産の運⽤指図等を行います。
○コールセンター
○ホームページアドレス

受託会社

0120‐104‐694 受付時間：営業日の午前9時～午後5時
http://www.am-one.co.jp/

みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。

みずほ証券株式会社
販売会社

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
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運⽤報告書の交付、収益分配金の再投資、
収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

投資信託ご購入の注意
●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。
●当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（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。
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