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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

※巻末の「投資信託ご購入の注意」を必ずお読みください。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
追加型投信／国内／株式

ファンド通信ファンド通信

当ファンドの魅力と設定来の運用状況

※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。

当ファンドの２つの特徴：株式運用と為替戦略

平素は、あいちファンド（為替モメンタム戦略型）（以下、当ファンド）をご愛顧いただき、
誠にありがとうございます。今回は、当ファンドの魅力のご案内、および昨年10月で設定後１年
を経過した当ファンドの運用状況および今後の見通しについてご報告します。

9,147円

※期間：2017年10月23日（設定日前営業日）～2019年1月31日（日次）
※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。
※上記期間において分配金はありません。

【当ファンドの基準価額の推移】

販売用資料
2019年2月

当ファンドの特徴として、株式運用と為替戦略の両方が内在するという仕組みが挙げられます。

当ファンドの運用は、主としてわが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みま
す。）のうち、愛知県に本社を置く愛知県銘柄＊による株式ポートフォリオの構築と、米ドル安
/円高と判断された局面においては米ドル売りポジションを発動する為替モメンタム戦略から
成っています。

株式相場が強い時は株式ポートフォリオがプラスに寄与することを見込んでいます。一方、一般
的に株式市場が軟調になりやすい円高局面では、為替モメンタム戦略で収益の獲得を目指します。
＊愛知県に本社を置く企業の株式（登記上の本社所在地が愛知県にある銘柄も含みます。）
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株式ポートフォリオの構築について

※2019年1月末時点
※組入比率は純資産総額に対する割合です。
※銘柄カテゴリーは当ファンドにおけるアセットマネジメントOne独自の分類に基づいています。
※銘柄カテゴリー比率は四捨五入しているため、合計が100％とならないことがあります。

※上記は過去の運用実績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。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

【銘柄カテゴリー比率】

当ファンドの株式ポートフォリオは、主としてわが国の金融商品取引所に上場する株式（上場
予定を含みます。）のうち、愛知県に本社を置く愛知県銘柄を投資対象としており、銘柄には
愛知県の特徴がにじみ出て、個性的な銘柄も多く含まれる集合体となっております。当ファン
ド設定後、愛知県銘柄の特徴として感じることについて簡単に触れていきます。

1．特定の事業で圧倒的に強い会社が多いこと
愛知県には、自動車をはじめとする日本を代表する事業領域で強さを発揮している企業が
ある一方で、ニッチな事業領域でオンリーワンとなっている企業も多数見受けられます。
ニッチとは隙間という意味で、潜在的な需要がありながらあまり手を付けられていなかっ
た分野を指します。

2．拡張していくこと
内需企業は愛知県内から日本全国へ、外需企業は日本から世界へ地域的領域を広げていく
企業が多数見受けられます。ものづくり企業の中に、海外の売上比率が8割以上を占める
会社もあります。

3．柔軟性が高いこと

愛知県では、長い歴史を持っている企業も少なくありません。時代の変遷に合わせ事業内
容等を変化させたことで長期的な成長を続けてきたことが理由の1つとして挙げられます。

当ファンドは、あいちの「ものづくり」「サービス」「みらい」の3つのカテゴリーに着目し、
主としてそれぞれのカテゴリーに属する企業の株式に投資します。2000年以降に上場した銘柄
を「みらい」、それ以前に上場した銘柄を「ものづくり」と「サービス」に分類しています。
今後も引き続き、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーションなど
に着目し、銘柄選定を行っていきます。

ものづくり
44%

サービス
31%

みらい
25%

【組入上位10銘柄】
銘柄 銘柄カテゴリー 組入比率(%)

1 朝日インテック みらい 5.0
2 トヨタ自動車 ものづくり 5.0
3 東海旅客鉄道 サービス 4.6
4 デンソー ものづくり 4.0
5 中部電力 サービス 3.9
6 名古屋鉄道 サービス 3.5
7 スズケン サービス 3.5
8 豊田自動織機 ものづくり 3.3
9 ネクステージ みらい 2.9
10 豊田通商 サービス 2.6

組入銘柄数：53銘柄
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為替モメンタム戦略について

※期間：2017年10月23日（設定日前営業日）～2019年1月31日（日次）
※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。
※上記期間において分配金はありません。
※「為替モメンタム戦略を実施しない場合の試算」は概算値であり、税金・費用等は考慮していません。
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

※上記は過去の運用実績または過去の実績に基づく試算であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

愛知県はものづくりが盛んな地域であり、製造業関連のグローバル企業が多く含まれているた
め、愛知県銘柄の株価は円安局面には追い風を受け、円高局面においては逆風を受けやすい傾
向にあります。そのため、当ファンドは為替の円高局面において米ドル売りによる為替取引を
行う為替モメンタム戦略を採用し、収益の獲得を目指します。

ファンド設定から足もとまで、為替モメンタム戦略による米ドル売りポジションのオペレー
ションは、計3回発動しそのうち2回で為替モメンタム戦略によって収益を獲得しています
（2019年1月末時点）。

【為替モメンタム戦略発動期間と各期間における効果】

米ドル／円（右軸）
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▲177円

為替モメンタム戦略発動期間

① ② ③

（円）
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176円

① ② ③

3.83円高 1.84円安 4.47円高

340円 ▲177円 176円

同期間の米ドル/円推移

為替モメンタム戦略による収益
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2018/4/23

2018/9/10～
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2019/1/31

為替モメンタム戦略
の発動期間
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

※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・保証するものではなく、市場環境等の変動により予告なく変更される場合があります。
また、上記は当ファンドをご理解いただくためにご紹介したものであり、当ファンドへの組入または保有の継続を示唆・保証するものではありません。また、個別銘柄の推
奨を目的としたものではありません。

※予想値はブルームバーグ予想値で、2019年2月5日時点のもの。
※括弧内は2019年1月末時点のファンドへの組入比率。
出所：各種資料および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

今後の見通しについて

【基準価額への寄与度上位2銘柄（設定～2019年1月末）】

朝日インテック（5.0％）寄与度1位

 ガイドワイヤーをはじめとするカテーテル治療
用製品の開発・製造・販売。

 医療および産業機器の分野においてオンリーワ
ン技術やナンバーワン製品を世界に発信し続け
ることを企業理念に掲げています。特に独自技
術の結晶である「ガイドワイヤー」を中心とし
たカテーテル治療用の医療機器が、日本および
世界で高い評価を得ています。開発において、
素材から製品までの一貫生産体制により、ス
ピードと試作対応力を兼ね備えており、他社に
対し、高い競争力を有しています。

ジャパンベストレスキューシステム（2.0％）
 「総合生活トラブル解決サービス」を全国展開し、

「困っている人を助ける！」を企業理念としてい
る企業です。事業領域は鍵や水回りなど日常のト
ラブルで、事後対応として駆けつけサービス、事
前対応として会員サービスや保険などを展開して
います。

 保険事業では少額短期保険の分野に積極的に取り
組んでおり、新奇性に富んだ商品を世の中に送り
出しています。

売上高および1株当たり利益

売上高および1株当たり利益
寄与度2位

今後の国内株式市場は、過度に織り込まれたさまざまな懸念が徐々に晴れ、底固めをする展開を
予想しています。懸念されている米中関係については相互に歩み寄りの姿勢が見られ、最悪期は
脱しつつあると考えられます。また先行き不透明な中国景気に関しては、金融政策は緩和的とな
り、景気対策も出始めていることから、政府が景気の下支えに取り組んでいる姿勢が伺えます。
利上げに対し前向きなタカ派的であった米金融当局の金融政策に対するスタンスについても、利
上げに慎重なハト派的に変わりつつあります。企業業績については、先行きの懸念から保守的な
ガイダンスを出している企業が多く、決算発表時にネガティブサプライズを与える企業は限定的
と予想されます。これらを踏まえると、株式市場は底を固める段階にあるとみており、株価の下
落によりファンダメンタルズからは乖離した水準にある銘柄については投資機会が訪れていると
考えております。

引き続き、愛知県銘柄に投資を行います。組入銘柄の選定にあたっては、ビジネスモデル、経営
陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーションなどに着目して総合的に判断します。長期にお
ける米ドル／円の為替トレンドに基づくモメンタム戦略によって、円高局面での収益の獲得を目
指します。
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（ご参考）愛知県について

※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。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

株式ファンドにもさまざまな切り口がありますが、当ファンドは、愛知県という「地域」を切
り口としています。「ご当地ファンド」などと言われることもあります。

すべての県で類似したファンドが作れるかというとそう簡単ではなく、産業などの特色があり
企業が集積していることがポイントの一つとなります。そういった意味でも愛知県は「地域」
を切り口にしたファンドの設定が可能な地域であるといえます。

1．産業
西三河地域では、トヨタ自動車グループの地元であり自動車産業を中心としたものづくり
産業が発達しています。また名古屋市を中心とした地域では、交通の要衝として人口が集
積しやすいこともありサービス業が発達しています。愛知県の産業の特徴としては、もの
づくりとサービス業という異なる産業が一つの県内で発達していることと言えます。

2．人口
人口は全国第４位で、65歳以上の占める割合が全国平均より3％程度低くなっています
（平成28年10月人口推計）。また、日本において人口が増加している数少ない地域とな
ります。転入数が安定的に多いことなどが要因です。中核の名古屋市だけでなく、名古屋
市以外の地域でも人口は増加しています。人口の増加は、個人消費や住宅投資などを生み、
景気の下支えになります。ものづくりやサービス業など産業の発展が人口の流入を生み、
人口の増加が産業基盤を強くするという好循環が生まれていると考えられます。

3．地理的特性
日本列島のほぼ中央に位置し、関東地方・近畿地方の中間点として古くから人・モノ・情
報・文化の交流拠点として大きな役割を担ってきました。交通も東西軸の道路および鉄道
の大動脈が通っており、2027年にはリニア中央新幹線が開通予定です。また、中部国際
空港は、成田、関空に並ぶ国際拠点空港であり、中部地方の空の玄関口となっています。
太平洋に面し、水に恵まれ平野部が比較的多く、ものづくりに恵まれた特性を有しており、
中部北陸9県にまたがるインバウンド推進の「昇龍道プロジェクト」でも要の位置づけと
なっています。

出所：各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成
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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。

投資地域
集中リスク

当ファンドは、愛知県に本社のある企業に投資対象を限定するファンドです。したがって、投資対象となる銘柄・業種が限
定され、投資対象銘柄の時価総額割合にも大きな偏りが生じる可能性があるため、当ファンドの基準価額の値動きと、
わが国の株式市場全体の値動きが大きく異なる場合があります。また、投資対象地域（愛知県）が災害に見舞われた
場合や当該地域の経済が低迷した場合には、その影響を受け、基準価額が下落す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ます。当ファンドは、円高局面と判断された場
合、保有株式の時価総額の100％に相当する米ドルを売り予約し、円を買い予約する為替取引を行いますので、円の
対米ドルでの為替変動の影響を大きく受けます。当該取引下において、円安・米ドル高になった場合には基準価額が下
落する要因となります。また、為替取引においては、円の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のコスト
がかかることにご留意ください。

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、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。

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。

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）
のうち愛知県に本社を置く企業の株式*に投資を行います。
◆登記上の本社所在地が愛知県にある銘柄も投資対象に含みます。

＊当資料では、愛知県銘柄と呼ぶことがあります。

組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリー
ニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバ
リュエーションなどに着目して総合的に判断します。
◆株式の組入比率は原則として高位を維持します。

為替取引を実施することで、円高局面における収益の獲得を目指します。
◆長期の米ドル／円の為替トレンドに基づくモメンタム戦略によって、円高局面と判断された場合には、

保有株式の時価総額の100％に相当する米ドル売り／円買いの為替取引を行います。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、
当ファンドは、為替取引を行うことにより、為替変動の影響を受けます。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は、上記に限定されるものではありません。

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。

ファンドの投資リスク

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。
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ご購入時

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を乗じて得た額となります。
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。 ※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金時

換金時手数料 ありません。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％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。）

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1.5552％（税抜1.44％）

その他の費用・
手数料

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。※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。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

お申込みメモ 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。

お客さまにご負担いただく手数料等について
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。

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）
※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方の
コースのみのお取扱いとなります。購入単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付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5営業日目からお支払いします。

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。

信託期間 2022年8月2日まで（2017年10月24日設定）

繰上償還 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2月および8月の各2日（休業日の場合には翌営業日）

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。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.70% 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0.70% 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0.04% 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

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更になることがあります。
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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
・ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

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、株式等の値動きのある有価証券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。また、為替取引を行うことにより、為替変動の影響を受けます。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。

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）

委託会社その他関係法人の概要
●委託会社 アセットマネジメントOne株式会社

信託財産の運用指図等を行います。

●受託会社 株式会社りそな銀行
信託財産の保管･管理業務等を行います。

販売会社（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。）
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。

○印は協会への加入を意味します。

●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いません。
※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。

商号 登録番号等 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

備考

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○


