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設定来1年の振り返りと今後の見通しについて
平素は、「世界ｅコマース関連株式オープン（愛称：みらい生活）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜
り、厚く御礼申し上げます。当ファンドは2018年9月6日で設定日から1年を迎えました。当期間の運用
経過とｅコマース市場の今後の見通しについてファンドマネジャーからのメッセージをご紹介いたします。

 当ファンドの基準価額は12,580円、純資産総額は694億円（2018年9月6日時点）と、アマゾ
ンを筆頭に成長するｅコマース市場の恩恵を享受する銘柄の株価上昇を背景に、堅調に推移してき
ました。
 消費市場の構造変化「従来の店舗型からｅコマースへ」は今後も続くと考えています。そのような環
境下で引き続きｅコマース市場で「勝ち組」になると判断される企業について調査・投資していきます。
基準価額は堅調、2大消費大国に投資

株式市場の投資姿勢に二極化の動き

2017年9月7日に設定されてから1年が経ち、基準価

②株式市場の投資姿勢に変化の兆しが明確に出てきたこ

額は12,580円と約26％の上昇となりました（2018年9

と。2017年までは、企業が「売上成長確保のための投

月6日時点）。当ファンドは米国と中国という２大消費大

資」という名目の下に投資を続けても株価は上昇してい

国の銘柄を中心に、成長するｅコマース市場で、「勝ち

ましたが、2018年に入ると、「その投資が将来的にいつ

組」（あるいは将来的に「勝ち組」になれる）と判断してい

利益を生み出すか」を投資家に示すことができない企業

る銘柄に投資しています。ファンドが設定されてからの1年

の株価は下落するなど、同じｅコマース関連銘柄の中で

間を振り返ると、以下の2点が特筆されるかと思います。

も「勝ち組」「負け組」の判別が株式市場で始まりました。

想定以上に高いｅコマース市場の成長ポテンシャル

「勝ち組」企業への投資が基準価額の上昇をけん引

①米国を中心にｅコマース市場の成長ポテンシャルについて

こうした環境下で、以下のような代表銘柄を中心に、

は、想定以上に高い可能性が強いこと。以下のグラフが

『消費サービス企業』『消費インフラ企業』ともにそれぞれの

示す通り、四半期ごとにみるとｅコマースの売上は、米国

事業領域で「勝ち組」と判断される銘柄を組み入れたこと

全体の小売売上の数倍の成長率を最近5年間でも達

が当ファンドの基準価額の上昇に貢献してきました。

成しています。それでも小売売上全体に占める割合は
10％未満と小さいのが実情です。
（％）
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アマゾン・ドット・コム

米国の小売市場の成長率（前年同期比）
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※期間：2013年第2四半期～2018年第2四半期

消費サービス企業（米国）

組入比率

6.1％

オンラインレストラン（米国）
米国を筆頭にグローバル展開する同社の業績は堅調に
推移しました。足元の成長だけでなく、将来の成長シナリ
オとしてインドへの投資強化や取扱品目およびサービスの
拡大（家具やアパレル販売の強化、動画配信サービス
の提供など）に取り組んでいます。

18.2Q
（年.四半期）

出所：米商務省、各種情報、IR資料等をもとにアセットマネジメントOne作成

※組入比率は組入株式評価額に対する割合です。次ページ以降同様。

※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。また、見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の
市場環境等の変動により変更される場合があります。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、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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XPOロジスティクス
消費インフラ企業（米国）

組入比率

5.9％

＊」
オンラインレストラン（米国）
ｅコマースにおいて重要な要素である「ラストワンマイル
と言われる物流網で優位なポジションに立つ同社の業績
は想定通り堅調に推移しました。

＊最寄の配送拠点から顧客までの最後の配送区間

中国関連銘柄への投資は逆風も
当ファンドの設定来で最大のマイナス要因は、米国と並
ぶｅコマースの消費大国である中国の銘柄への投資です。
設定来、アリババやテンセントを中心にポートフォリオの約
20％超を中国関連銘柄に投資してきましたが、その中国
関連銘柄の株価はすべてマイナスリターンとなりました。
ただ、この下落は中国のｅコマース市場に異変が起きて
いるからとは考えていません。2018年下半期から2019年

グラブハブ
消費サービス企業（米国）

組入比率

4.5％

上半期には中国経済全体の成長鈍化が懸念されますが、
我々の取材や会社側の業績発表、その他を見る限りは、
中国のｅコマース市場の成長が鈍化している兆候は見え

オンラインレストラン（米国）
ミレニアル世代＊を中心に、「食の宅配化」が加速する米
国において、契約レストラン数で最大シェアを持つ同社の
業績は想定通り堅調に推移しました。

＊幼い頃からインターネットやパソコンなどのデバイスがあ
る生活の中で育った世代

ません。中国関連銘柄の株価が不振な理由は主に以下
の2点にあると考えます。
中国市場の物色対象はオールドエコノミー系が優勢
①2017年10月に実施された共産党大会をきっかけに相
場の物色動向がニューエコノミー系（ｅコマース関連を含

ニュー・レリック
消費インフラ企業（米国）

組入比率

3.9％

オンラインレストラン（米国）

消費インフラにおける注目成長銘柄として保有するアプリ
動作モニタリングソフトを提供する同社は、好決算と今後
の成長に対する経営陣の自信ある態度が好感され、株
価が上昇しました。

むインターネット関連銘柄）からオールドエコノミー系（金
融や素材銘柄）に移ったことを主因に、当ファンドの中国
関連銘柄の株価は苦戦を強いられていると考えられます。
一方で、アリババ運営のTMALL.COMの2017年の独
身 の 日 セ ー ル の 総 取 引 高 は 1,682 億 元 （ 前 年 比
+39％）となるなどｅコマース市場の成長は続いている
と考えられ、成長鈍化を懸念する必要はないと考えてい

上記の他にも、消費サービス企業の注目成長銘柄とし
て保有するオンライン映像配信大手ネットフリックス、手芸
ｅコマースのエッツイ、消費インフラ企業のコア銘柄として保

有する電子決済関連を代表する3銘柄のマスターカード、
ビザ、ペイパルなどが当ファンドの基準価額の上昇に貢献し
ました。

ます。中国ｅコマース大手のJD.comの資料によると、中
国におけるｅコマース市場は2013年～2017年の5年
間で年率38％という高成長に続き、2018年～2020
年においても年率21％の成長率が見込めるとのことです。

米国金利上昇が新興国株式市場の重しに
②米国の中央銀行であるFRB（米連邦準備制度理事
会）が政策金利の引き上げを続けているために、資本市
場全体の資金の流れをみると新興国からの資金流出傾
向が続いています。中国は新興国を代表する国であるた
め、この流れには逆らえない現状が続いています。

出所：各種情報、IR資料等をもとにアセットマネジメントOne作成
※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。また、見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の
市場環境等の変動により変更される場合があります。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページ
をご覧ください。
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株式市場もｅコマースの成長性に高い関心

「勝ち組」企業の選別は引き続き重要に

ｅコマース市場の成長ポテンシャルに注目する大きな理

もちろん、こうした良い話題ばかりではありません。当ファン

由の1つは、企業が抱えているとみられるある種の「危機

ドでも保有するオンライン旅行代理店大手エクスペディアや

感」です。実際、ｅコマース市場の成長をとらえることができ

中国ｅコマース大手のJD.com、日本のフリマｅコマース

るか否かが株価にも大きく影響を及ぼしています。2018年

市場最大手のメルカリなど、決算数字そのものは市場期

3月に、化粧品大手ロレアルは我々の取材に対し、

待値並み、あるいは上回る水準だったものの、「今後の競

「2017年のｅコマースチャネルでの販売成長率は対前年

争を勝ち抜いて成長を確実なものにするために」との理由

比＋34％と高い成長となり、会社売上全体でもすでに

で、市場予想以上の投資計画金額を発表したｅコマース

8％を占めるようになり、この割合は今後も上昇していくと

関連銘柄については、投資家から「いつになったら収益を

考えられる。」とコメントしていました。米国小売大手のウォ

伸ばすことができるのか」という疑義の視線を向けられ、株

ルマートは、2018年2月20日の決算発表を受けて株価

価の下落を余儀なくされています。

はその当日に▲10.2％と急落しました。最大の失望要因
は、同社の今後の成長をけん引すると株式市場が期待し

ていたｅコマース部門の成長率が、市場期待を下回ったこ
とです。一方で2018年8月16日の決算発表では、ｅコ
マース部門の成長が戻りつつあることを示したことで株価は
その当日に9.3％上昇しました。

ｅコマース市場の成長余地

世界の消費市場は今後も拡大が見込まれるなか、その
消費市場で「従来の店舗型消費からｅコマースへの市場
シフトが進む」という構造的変化が起きていますが、まだ野
球で言えば「序盤の3回」というイメージで今後の成長余地
は大きいと考えます。当ファンドでは引き続き、こうした成長
するｅコマース市場のなかで「勝ち組」となれる企業を調
査・投資することで基準価額上昇をめざしていく所存です。

※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。また、見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の
市場環境等の変動により変更される場合があります。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページ
をご覧ください。
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当ファンドの運用実績（2018年9月6日時点）
基準価額の推移

（円）

基準価額・純資産総額

（億円）

14,000

1,000
純資産総額（右軸）

13,000

基準価額
純資産総額

800

基準価額（左軸）

12,000

600

11,000

400

10,000

騰落率

200

9,000
2017/9/6

2018/1/6

0
2018/9/6 （年/月/日）

2018/5/6

12,580円
694億円

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
設定来

1.21%
-0.08%
10.37%
25.80%

※期間：2017年9月6日（設定日前日）～2018年9月6日（日次）※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。※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。※分配金は設定来ありません。※騰落率の各期間は、基準日から過去に
遡っています。設定来の騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。

国・地域別組入比率
スイス アルゼンチン 英国
1.5% 0.9%
ドイツ 1.9%

3.9%

ユーロ スイスフラン
3.9%
香港ドル

業種別組入比率

英ポンド

1.9%

0.9%

資本財･
サービス

4.3%

日本
7.6%

通貨別組入比率

不動産

4.7%

生活必需品

3.2%

9.5%

円
7.6%

中国

11.9%
米国
72.4%

米ドル

情報技術

81.4%

63.8%
一般消費財･

サービス

消費サービス企業と消費インフラ企業の組入比率

消費サービス

消費インフラ

企業

企業

48.2%

51.8%

18.8%

※比率は組入株式評価額に対する割合です。※国・地域は本社所在国を示しています。※業
種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。※消費サービス企業と消費インフラ企業の
区分は、委託会社の分類に基づいています。※比率の合計は、端数処理の関係で100％となら
ない場合があります。

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。
※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。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページを
ご覧ください。
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消費サービス企業組入上位5銘柄
順位

銘柄

国・地域

業種

比率（％）

1

アマゾン・ドット・コム

米国

一般消費財・
サービス

6.1

2

グラブハブ

米国

情報技術

4.5

3

アリババ・グループ・ホールディング

中国

情報技術

4.3

4

騰訊
［テンセント・ホールディングス］

中国

情報技術

4.3

5

デリバリー・ヒーロー

ドイツ

情報技術

2.9

銘柄概要
米国のオンライン小売業者。電子書籍や
2017年には高級スーパーのホールフーズ買
収など新規事業領域へも積極的に進出。
米国のオンライン・フードデリバリーのプラット
フォーム運営会社。広範な提携レストランネッ
トワークを活かして成長が見込める銘柄。
中国最大のｅコマースプラットフォーム運営会
社。中国最大の取引高の「TMALL.COM」
をはじめとする複数のプラットフォームを提供。
中国最大のインターネット複合サービス会社。
収益の柱であるゲーム事業や「WeChat」、
「Tenpay」といったサービスを提供。
ドイツのオンライン・フードデリバリーのプラット
フォーム運営会社。欧州、中東欧、アジアなど
幅広い地域での成長が見込める銘柄。
組入銘柄数28銘柄

消費インフラ企業組入上位5銘柄
順位

銘柄

国・地域

業種

比率（％）

銘柄概要

1

XPOロジスティクス

米国

資本財・
サービス

5.9

米国の物流会社。ｅコマース関連の配送やフ
ルフィルメントセンターの運営など米国と欧州を
中心に総合物流サービスを提供。

5.5

米国の情報技術関連会社。iPhoneをはじめ
とした完成品以外に、様々なオンラインコンテ
ンツの配信プラットフォームなどを提供。

2

アップル

米国

情報技術

3

マスターカード

米国

情報技術

4.9

米国のクレジットカード会社。オンライン決済へ
の移行加速を背景に恩恵を受けることが見込
まれる銘柄。

4

ビザ

米国

情報技術

4.9

米国のクレジットカード会社。オンライン決済に
おいても「主要プレーヤー」となることを戦略の
1つに掲げる銘柄として注目。

4.7

産業用不動産の保有、運営、開発会社。
北・中南米、欧州、アジアのグローバル市場お
よび地域市場を対象とする。近代的な物流
施設のリースも提供。顧客は、製造業、小売
業、輸送業、請負物流業およびその他企業
など。

5

プロロジス

米国

不動産

組入銘柄数17銘柄
※比率は組入株式評価額に対する割合です。※国・地域は本社所在国を示しています。※業種はGICS（世界産業分類
基準）によるものです。※上記は組入銘柄の一部をご紹介するものであり、個別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。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページを
ご覧ください。
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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)
○ 主として、日本を含む世界の株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
・ 株式には、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。
・ 株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託（REIT）にも投資する場合があります。
・ 株式（DR等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を維持します。
・ 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。
○ 日本を含む世界の株式のうち、主として、eコマース（電子商取引）＊をはじめとした、新たな消費関連サービスの成長から恩恵を受けると判断される消
費関連企業の株式に投資を行います。
＊当ファンドでは、インターネット等を通じて商品やサービスの売買を行うことをeコマース（電子商取引）といいます。
・ 当ファンドでは「消費サービス」と「消費インフラ」の視点から、これらの企業の株式に投資します。
消費者にモノやサービスの売買・予約等を提供する企業。
消費サービス企業
例えば、オンラインショッピング・オークション・各種予約サイトの運営やオンライン販売等を行う企業を指します。
消費サービスの仕組みを提供する企業。
例えば、安全で便利なオンラインショッピングを可能にする決済システム・物流・輸送等のサービスを提供する企業を指しま
消費インフラ企業
す。
※上記は現時点での例示であり、今後変更となる可能性があります。
○ ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を
選定します。
・ 銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、アセットマネジメントOne インターナショナル・
リミテッド、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッド）の投資助言を活用します。
※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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 。
なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
○ 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、市場の需給関係などの影
響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、新興国株式は、一般に先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向がある
ため、基準価額が大きく下がる場合があります。なお、当ファンドは特定の産業（テーマ）に属する企業へ重点的に投資
するため、幅広い業種や銘柄に分散投資を行うファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

○ 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。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
当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には、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。

○ 不動産投資信託証券（REIT） REITの価格は、REITが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、
の価格変動リスク…
景気や金利・株式市況等の動向、関係法令・規制等の変動などの影響を受けます。また、老朽化・災害などの発生によ
る保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファンドが投資するREITの市場価格が下落した場合に
は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
○ 信用リスク……………

有価証券等の価格は、その発行体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
ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが投資するREITが収益性の悪化や資金繰
り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産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。

○ 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、取引規制などにより、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・REITに投資す
る場合、先進国の株式・REITに比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規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。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落す
る要因となります。当ファンドが投資を行う通貨や株式の発行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して
一般的に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などが為替市
場や株式市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。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、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株
式市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
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。
○ カントリーリスク………

当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。
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、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6営業日目からお支払いします。

申込締切時間

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
信託期間
繰上償還

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。
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。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
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。
2027年7月20日まで（2017年9月7日設定）
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に有利であると認める場合
・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決算日
収益分配

毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）
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。
※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。
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「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」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。

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)
以下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。
※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）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
購入時手数料

購入価額に、3.24％（税抜3.00％）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。

換金手数料

ありません。

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）

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以下の料率を乗じて得た額
ファンドの純資産総額
信託報酬
税込（税抜）

500億円以下の部分
年率1 .7 2 8 ％
（ 税抜1 .6 0 ％）

500億円超の部分
年率1 .4 0 4 ％
（ 税抜1 .3 0 ％）

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
※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。

※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページを
ご覧ください。
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投資信託ご 購入の注意
投資信託は、
①
②

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。
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。

○

当ファンドは、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。

◆収益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。

◆委託会社および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
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＞三井住友信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
アセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッド
アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッド

◆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/

※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、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）
2018年9月28日現在

○印は協会への加入を意味します。

商号

株式会社イオン銀行
株式会社群馬銀行
株式会社富山銀行
株式会社静岡銀行
株式会社京都銀行
株式会社池田泉州銀行
株式会社紀陽銀行
株式会社佐賀銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社福島銀行
株式会社京葉銀行
株式会社愛知銀行
株式会社大正銀行
株式会社徳島銀行
株式会社香川銀行
株式会社愛媛銀行
永和証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
岡三証券株式会社
株式会社しん証券さかもと
島大証券株式会社
髙木証券株式会社
ちばぎん証券株式会社
中銀証券株式会社
楽天証券株式会社
株式会社証券ジャパン
百五証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
ＦＦＧ証券株式会社
三津井証券株式会社
三豊証券株式会社
ひろぎん証券株式会社

登録番号等

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号
登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第19号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号
登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第5号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53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 北陸財務局長（金商）第6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 関東財務局長（金商）第114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 関東財務局長（金商）第195号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170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 関東財務局長（金商）第152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14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 中国財務局長（金商）第20号

一般社団
一般社団 一般社団
法人第二
日本証券 法人日本 法人金融
種金融商
業協会 投資顧問 先物取引
品取引業
業協会
業協会
協会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

備考

○
○
○
○

○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

（原則、金融機関コード順）

180912JS313572ファンド通信
※収益分配金に関する留意事項、主な投資リスクと費用、お申込みメモ、ファンドの費用、当資料のお取り扱いについてのご注意等は、該当ページを
ご覧ください。
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