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【1つのカゴに盛っている場合】
（イメージ図）

投資の世界にはこのような⾔葉があります。
すべてのたまごを1つのカゴに盛ってしまうと、カゴを落とした時にたまごが全滅してしまうかもしれ
ません。複数のカゴに分けておけば、仮に1つのカゴを落としたとしても、損失は⼀部だけで済みます。
このような⾔葉があるように、分散投資を⾏い、保有している投資商品全体のリスクを低減させること
が⼤切です。

【複数のカゴに盛っている場合】
（イメージ図）

「すべてのたまごを1つのカゴに盛るな」

投資を⾏ううえで、リスクを抑えた運⽤を⾏うことは⼤切なことの1つです。

リスクを抑えるために株式、債券、リートなどの投資対象資産の分散、先進国、新興国などの投
資対象地域の分散を⾏う「国際分散投資」という投資⼿法があります。投資対象資産・地域を分
散させたポートフォリオとすることで、リスク低減効果が期待でき、投資効率が向上することが
あります。

バランス型ファンド

各ファンドのリスク・リターン

リスクの低減が期待できる国際分散投資

※期間：2012年10⽉末〜2017年6⽉末（⽉次）
※リスクは⽉次騰落率の標準偏差を、リターンは期間騰落率を、それぞれ年率換算して算出。
※分配⾦再投資基準価額ベース。
※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、将来の運⽤実績等を⽰唆・保証するものではありません。

投資効率とは
当資料ではリスクに対してリターンがど
のくらいかを⽰したものを「投資効率」
と呼びます。この数値が⾼いほど効率的
な運⽤を⾏えていることを意味します。

式）リターン÷リスク＝投資効率

市
場
環
境
変
化
時
等

市
場
環
境
変
化
時
等

国際分散投資の効果

リスク リターン
18.69% 15.12%
10.58% 13.85%
17.00% 20.65%
15.71% 15.87%

ファンド名
みずほJ-REITファンド
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）
MHAM株式インデックスファンド225
新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）

投資のソムリエ 3.23% 2.90%

当資料では、1つの資産・地域に投資を⾏
うファンドに、国際分散投資を⾏うバラ
ンス型ファンド（投資のソムリエ）を組
み合わせた場合、リスク・リターンおよ
び投資効率がどのように変化するのかを
ご紹介します。
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ファンド名 リスク リターン 投資効率
投資のソムリエ 3.23% 2.90% 0.90
みずほJ-REITファンド 18.69% 15.12% 0.81
投資のソムリエ50%＋みずほJ-REITファンド50% 10.10% 9.24% 0.91
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投資のソムリエとみずほJ-REITファンドを
組み合わせたリスク・リターンおよび投資効率

投資のソムリエとみずほUSハイイールドオープン Bコース
（為替ヘッジなし）を組み合わせたリスク・リターンおよび投資効率

（％）

（％）

（％）

（％）

※期間：2012年10⽉末〜2017年6⽉末（⽉次）
※リスクは⽉次騰落率の標準偏差を、リターンは期間騰落率を、それぞれ年率換算して算出。
※分配⾦再投資基準価額ベース。
※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および運⽤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。

みずほJ-REITファンド

投資のソムリエ

投資のソムリエ50%
＋

みずほJ-REITファンド50%

投資のソムリエ

投資のソムリエ50%
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みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）50%

国際分散投資の効果
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ファンド名 リスク リターン 投資効率
投資のソムリエ 3.23% 2.90% 0.90
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし） 10.58% 13.85% 1.31
投資のソムリエ50%＋みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）50% 6.21% 8.37% 1.35

投資
効率
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ファンド名 リスク リターン 投資効率
投資のソムリエ 3.23% 2.90% 0.90
新光US-REITオープン（愛称：ゼウス） 15.71% 15.87% 1.01
投資のソムリエ50%＋新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）50% 9.03% 9.46% 1.05

ファンド名 リスク リターン 投資効率
投資のソムリエ 3.23% 2.90% 0.90
MHAM株式インデックスファンド225 17.00% 20.65% 1.21
投資のソムリエ50%＋MHAM株式インデックスファンド225 50% 9.41% 11.79% 1.25
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投資のソムリエとMHAM株式インデックスファンド225を
組み合わせたリスク・リターンおよび投資効率

投資のソムリエと新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）を
組み合わせたリスク・リターンおよび投資効率

（％）

（％）
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（％）

投資のソムリエ

MHAM株式インデックスファンド225

投資のソムリエ50%
＋

MHAM株式インデックスファンド225 50%

新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）

投資のソムリエ

投資のソムリエ50%
＋

新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）50%

国際分散投資の効果

※期間：2012年10⽉末〜2017年6⽉末（⽉次）
※リスクは⽉次騰落率の標準偏差を、リターンは期間騰落率を、それぞれ年率換算して算出。
※分配⾦再投資基準価額ベース。
※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および運⽤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。
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ファンドの⽬的

わが国の⾦融商品取引所に上場（これに準ずる場合および上場の予定がある場合を含みます。以下同じ。）してい
る不動産投資信託証券に投資を⾏い、安定した収益の確保と信託財産の中・⻑期的な成⻑を⽬指します。

Ⅰ わが国の⾦融商品取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「J-REIT」ということがありま
す。）を主要投資対象とします。
■ 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信⽤リスク、流動性リスク等を勘案したうえで、

各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を⾏います。
■ 不動産投資信託証券への投資⽐率は、原則として⾼位を維持します。
■「MHAM J-REITマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド⽅式で運⽤を⾏います。

ファンドの特⾊

Ⅱ 銘柄選択にあたっては、不動産業務について⾼い専⾨性を有する｢みずほ信託銀⾏｣から提供される調査
情報を活⽤します。

ファミリーファンド⽅式とは、投資者の皆さまからお預かりした資⾦をまとめてベビーファンドとし、その資⾦を
マザーファンドに投資することにより、その実質的な運⽤をマザーファンドにて⾏う仕組みです。

ファミリーファンド⽅式について

投資者

みずほ
J-REIT

ファンド MHAM
J-REIT

マザーファンド

わが国の
⾦融商品取引所
上場の不動産
投資信託証券

不動産等

収益分配⾦
⼀部解約⾦等

お申込⾦ 投資

損益
投資

損益

投資

賃貸料
収⼊等

■「みずほ信託銀⾏から提供される不動産物件の調査情報」と、「委託会社が永年の運⽤経験の中で
培った運⽤基盤」を融合させることで、付加価値の⾼い運⽤を⽬指します。

ベビーファンド マザーファンド 主要投資対象 投資先

Ⅲ 決算頻度に違いのある2つのファンドから選択いただけます。

■ 毎⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、原則として配当等収益を中⼼に安定した収益分配を
継続的に⾏うことを⽬指し、委託会社が基準価額の⽔準や市況動向等を勘案して分配⾦額を決定します。

■ 毎⽉の安定分配を維持したうえで、さらに分配⾦額の加算を⾏う場合は、毎年3⽉、6⽉、9⽉および12⽉
の決算時の分配で⾏うことを基本とします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を⾏わないこ
とがあります。

※「原則として、安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬指す」⽅針としていますが、これは、運⽤によ
る収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を⽰唆するものではありません。
また、基準価額の⽔準、運⽤の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

みずほJ-REITファンド／みずほJ-REITファンド（年1回決算型）
追加型投信/国内/不動産投信

市況動向やファンドの資⾦事情等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

■ 毎決算時（原則として毎年6⽉10⽇。ただし、休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、委託会社が基準価
額の⽔準や市況動向等を勘案して分配⾦額を決定します。

※分配⾦額は、委託会社が収益分配⽅針に基づいて決定します。ただし、収益分配を⾏わない場合もあります。

毎⽉決算を⾏う「みずほJ-REITファンド」と年1回決算を⾏う「みずほJ-REITファンド（年1回決算型）」が
あります 。

みずほJ-REITファンド

みずほJ-REITファンド（年1回決算型）

みずほ
J-REIT

ファンド
（年1回決算型）

収益分配⾦
⼀部解約⾦等

お申込⾦ 投資

損益
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基準価額の変動要因

各ファンドは、不動産投資信託証券などの値動きのある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。したがって、投資者の皆さまの投資元⾦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、
投資元⾦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。

不動産投資信託証券の
価格変動リスク

各ファンドが投資するJ-REITの市場価格は、市場における需給関係（売り注⽂と
買い注⽂のバランス）により変動します。J-REITの市場価格が下落した場合には、
各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、J-REITの需給関係は、
経済、不動産市況、⾦利、J-REITの発⾏体の財務状況や収益状況、J-REITの保有
不動産とその状況など様々な要因により変化します。

流動性リスク 各ファンドが投資するJ-REITの流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準
価額が下落する要因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なく、上記以外に「REITにより⽀払われる配当⾦の変動リス
ク」、「⾦利変動リスク」、「信⽤リスク」、「ファミリーファンド⽅式で運⽤する影響」などがあります。

みずほJ-REITファンド／みずほJ-REITファンド（年1回決算型）
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みずほJ-REITファンド みずほJ-REITファンド（年1回決算型）

購⼊・換⾦のお申込み 販売会社・委託会社の休業⽇を除き、原則として、いつでもお申し込みになれます。

購⼊単位 販売会社が別に定める単位
※詳細は販売会社までお問い合わせください。

購⼊価額
購⼊申込⽇の基準価額
（基準価額は1万⼝当たりで表⽰しています。分配⾦再投資コースの収益分配⾦は、決算⽇の基準価
額で再投資されます。）

換⾦単位
1万⼝単位または1⼝単位
※換⾦単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によって

は換⾦単位を別に設定する場合があります。

換⾦価額 換⾦請求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 換⾦請求受付⽇から起算して、原則として4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時までに販売会社の事務⼿続きが完了したものを当⽇分のお申込みとしま
す。
※なお、上記の時間以前にお申込みが締め切られる場合があります。

換⾦制限 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うために⼤⼝の換⾦請求には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

購⼊申込者の購⼊申込⾦額および購⼊申込総額・換⾦請求⾦額が多額な場合、取引所等における取引
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けを
中⽌すること、およびすでに受け付けた購⼊・換⾦のお申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間 無期限（2003年12⽉18⽇設定） 2028年6⽉9⽇まで（2013年8⽉19⽇設定）

繰上償還 信託契約の⼀部解約により、受益権の⼝数が10億⼝を下回ることとなるとき等には、信託を終了
（繰上償還）させることがあります。

決算⽇ 毎⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇） 毎年6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。

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。

※「分配⾦受取コース」と「分配⾦再投資コース」の2つの購⼊⽅法があります。ただし、販売会社
によっては、どちらか⼀⽅のコース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「愛称：NISA（ニーサ）」、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。
配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

<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。>お申込みメモ

みずほJ-REITファンド／みずほJ-REITファンド（年1回決算型）
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購⼊時

項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

購⼊時⼿数料
購⼊価額に対して、販売会社が別に定める⼿数料率を乗じて得た額とし
ます。
※⼿数料率の上限は2.16％（税抜2％）です。

商品説明、募集・販売の取扱
い事務等の対価

換⾦時

項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

信託財産留保額 1⼝につき、換⾦請求受付⽇の基準価額に対して、0.3％の率を乗じて得
た額 －

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）

委託会社と締結した投資助⾔契約に基づくみずほ信託銀⾏への報酬の⽀払いは、委託会社が⾏うものとし、信託財産中からは
⽀払われません。

その他の費⽤・⼿数料

※上記のような費⽤・⼿数料等が投資者の保有期間中、そのつど（監査費⽤は⽇々）かかります。
※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ため、あらかじめ当該費⽤等（上限

額等を含む）を表⽰することができません。
※上場投資信託（不動産投資信託証券）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（不動産投資信託証券）の費

⽤は表⽰しておりません。

上記⼿数料等の合計額については、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。

項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

運⽤管理費⽤（総額） 年率1.08％
（税抜1％）

運⽤管理費⽤＝⽇々の純資産総額×信託報酬率
※運⽤管理費⽤は毎計算期末（「年1回決算型」においては毎計算期間

の最初の6ヵ⽉終了⽇を含みます。）または信託終了のときに信託財
産中から⽀払われます。

配
分
︵
税
抜
︶

（委託会社） 年率0.55％ 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0.40％ 交付運⽤報告書等各種書類の送付、顧客⼝座の管理、購⼊後の情報提供
等の対価

（受託会社） 年率0.05％ 信託財産の管理、委託会社からの運⽤指図の実⾏等の対価

主な項⽬ 費⽤の概要

信託財産に関する租税
有価証券の取引のつど発⽣する有価証券取引税、有価証券の受取配当⾦
にかかる税、有価証券の譲渡益にかかる税等

監査費⽤ 監査法⼈に⽀払うファンドの監査にかかる費⽤

信託事務の処理に要する諸費⽤ 事務処理にかかる諸経費

組⼊有価証券の売買時の売買委託⼿数料 有価証券等の売買の際、⾦融商品取引業者等に⽀払う⼿数料

お客さまにご負担いただく⼿数料等について

みずほJ-REITファンド／みずほJ-REITファンド（年1回決算型）
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加⼊している⾦融商品取引業協会を○で⽰しています。

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が2017年6⽉末時点で知りうる信頼性が⾼いと判断した情報等
から、細⼼の注意を払い作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

委託会社および受託会社

販売会社

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 みずほ信託銀⾏株式会社 信託財産の保管・管理等を⾏います。

みずほJ-REITファンド／みずほJ-REITファンド（年1回決算型）

○ ○ 株式会社みずほ銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○ ○

○ みずほ信託銀⾏株式会社 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第34号 ○ ○ ○

みずほ
J-REIT
ファンド

みずほ
J-REIT
ファンド

（年1回
決算型）

販売会社 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
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1．⽶国の⽶国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。

主として⽶国の⽶国ドル建ての⾼利回り債（以下「ハイイールド債」といいます。）に投資を⾏い、信託財産の成⻑と
安定した収益の確保を⽬指します。

◆綿密な調査に基づく銘柄の選択と適度な銘柄分散によって信⽤リスク等をコントロールしつつ、⾼い利回りの享受
を⽬指します。

◆各ファンドは、「LA⽶国ドル建てハイイールド債マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド⽅式で運⽤を⾏
います。

ファンドの特⾊

◆運⽤の効率化を図るため、マザーファンドにおける運⽤指図に関する権限をロード・アベット社に委託します。

2．マザーファンドの運⽤は、ロード・アベット社が⾏います。

3．決算頻度および為替ヘッジの対応に違いのある4つのファンドから選択いただけます。

毎⽉決算を⾏う「みずほUSハイイールドオープン」と年1回決算を⾏う「みずほUSハイイールドオープン（年1回決算
型）」があります。

分配⽅針
◆「みずほUSハイイールドオープン」は、毎⽉7⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、原則として毎⽉分

配を⽬指します。
※分配⾦額は、分配対象収益の範囲のうち、原則として安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬指し、委託会社が基準価

額の⽔準、市場動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を⾏わないことがあ
ります。

※「原則として、安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬指す」⽅針としていますが、これは、運⽤による収益が安定したものに
なることや基準価額が安定的に推移すること等を⽰唆するものではありません。また、基準価額の⽔準、運⽤の状況等によって
は安定分配とならない場合があることにご留意ください。

◆「みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）」は、毎年6⽉7⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に原則とし
て収益分配を⾏います。

※分配⾦額は、委託会社が基準価額の⽔準や市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を⾏うものではありません。

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
追加型投信/海外/債券
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為替ヘッジを⾏う「為替ヘッジあり」と為替ヘッジを⾏わない「為替ヘッジなし」があります。
◆「為替ヘッジあり」は、組⼊外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを⾏い為替変動リスクの低減を図りますが、

為替ヘッジを⾏うにあたりヘッジコストがかかります。

◆「為替ヘッジなし」は、組⼊外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを⾏わないため、為替変動の影響を直接
的に受け、円⾼局⾯ではその資産価値を⼤きく減少させる可能性があります。

◆各ファンド間でスイッチング（乗換え）ができます。
※販売会社によっては、⼀部のファンドを取扱わない場合、スイッチングの取扱いを⾏わない場合等があります。
※スイッチングの際は、換⾦時と同様に信託財産留保額（1⼝につき、換⾦請求受付⽇の翌営業⽇の基準価額の0.2％）お

よび税⾦（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。また、販売⼿数料は販売会社が別に定めます。

◆各ファンドは、以下をベンチマークとします。
・みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）
・みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

・・・・・BofAメリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス（円ヘッジベース）※1

・みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）
・みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

・・・・・BofAメリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス（円ベース）※2

※1 「BofAメリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス（円ヘッジベース）」とは、The BofA Merrill Lynch
US Cash Pay High Yield Index（US$ベース）からヘッジコストを考慮して円換算したものです。

※2 「BofAメリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス（円ベース）」とは、The BofA Merrill Lynch US
Cash Pay High Yield Index（US$ベース）をもとに、委託会社が独⾃に円換算したものです。

※BofAメリルリンチは同社の配信するインデックスデータを現状有姿のものとして提供し、関連データを含めて、その適合性、品質、
正確性、適時性、完全性を保証せず、またその使⽤においていかなる責任も負いません。またアセットマネジメントOne（株）
およびそのサービスや商品について、推奨、後援、保証するものではありません。

＊ベンチマークは⽶国債券市場の構造変化等によっては今後⾒直す場合があります。

市況動向やファンドの資⾦事情等によっては、P.9〜10のような運⽤ができない場合があります。

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
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各ファンドは、公社債などの値動きのある証券等（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。したがって、投資者の皆さまの投資元⾦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、投資元⾦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。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「カントリーリスク」、「ファミリーファンド⽅式で運⽤
する影響」などがあります。

信⽤リスク

各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、
信⽤度が⾼い⾼格付けの債券と⽐較して、相対
的に⾼い利回りを享受することが期待できる⼀⽅
で、発⾏体の業績や財務内容等の変化により、
債券価格が⼤きく変動する傾向があり、かつ発⾏
体が財政難、経営不振、その他の理由により、
利息や償還⾦をあらかじめ決められた条件で⽀
払うことができなくなる可能性も⾼いと考えられま
す。各ファンドが投資するハイイールド債等の発⾏
体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの
基準価額が下落する要因となります。

⾦利変動リスク

⼀般に⾦利が上昇した場合には、既に発⾏され
て流通している公社債の価格は下落します。⾦
利上昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に
影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させ
る要因となります。

為替変動リスク

【みずほUSハイイールドオープンAコース（為替
ヘッジあり）】
【みずほUSハイイールドオープン（年1回決算
型）為替ヘッジあり 】
原則として為替ヘッジを⾏い為替変動リスクの低
減を図りますが、為替ヘッジを⾏うにあたりヘッジコ
ストがかかります。

【みずほUSハイイールドオープンBコース（為替
ヘッジなし）】
【みずほUSハイイールドオープン（年1回決算
型）為替ヘッジなし 】
原則として為替ヘッジを⾏わないため、投資対象
通貨（主として⽶ドル）と円との外国為替相場
が円⾼となった場合には、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。

流動性リスク

各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、
⼀般的に信⽤度が⾼い⾼格付けの債券と⽐較
して、市場規模や取引量が相対的に⼩さいため、
投資環境によっては、機動的な売買ができない
可能性があります。各ファンドが保有するハイイー
ルド債等において流動性が損なわれた場合には、
各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能
性があります。

基準価額の変動要因

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
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<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。>

みずほUSハイイールドオープン
・Aコース（為替ヘッジあり）
・Bコース（為替ヘッジなし）

みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）
・為替ヘッジあり
・為替ヘッジなし

購⼊・換⾦の
お申込み

販売会社・委託会社の休業⽇および購⼊・換⾦申込不可⽇を除き、原則として、いつでもお
申し込みになれます。

購⼊・換⾦
申込不可⽇

申込⽇がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀⾏の休業⽇にあたる場合には、購⼊・
換⾦・スイッチングのお申込みができません。

購⼊単位 販売会社が別に定める単位
※詳細は販売会社までお問い合わせください。

購⼊価額 購⼊申込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。⾃動けい
ぞく投資コースの収益分配⾦は、決算⽇の基準価額で再投資されます。）

換⾦単位 1万⼝単位または1⼝単位
※換⾦単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社に

よっては換⾦単位を別に設定する場合があります。

換⾦価額 換⾦請求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 換⾦請求受付⽇から起算して、原則として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時までに販売会社の事務⼿続きが完了したものを当⽇分のお申込
みとします。
※なお、上記の時間以前にお申込みが締め切られる場合があります。

換⾦制限 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うために⼤⼝の換⾦請求等には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

信託財産の効率的な運⽤または投資者に対する公平性を期する運⽤が妨げられると委託会
社が合理的に判断する場合、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などは、購⼊・換⾦・スイッチングのお申込みの
受付けを中⽌すること、およびすでに受け付けた購⼊・換⾦・スイッチングのお申込みの受付けを
取り消すことがあります。

信託期間 無期限
（2004年6⽉30⽇設定）

2028年6⽉7⽇まで
（2013年9⽉6⽇設定）

お申込みメモ

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
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<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。>お申込みメモ

みずほUSハイイールドオープン
・Aコース（為替ヘッジあり）
・Bコース（為替ヘッジなし）

みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）
・為替ヘッジあり
・為替ヘッジなし

繰上償還 約款所定の信託終了事由が⽣じた場合には、信託を終了（繰上償還）させることがあります。

決算⽇ 毎⽉7⽇
（休業⽇の場合は翌営業⽇）

毎年6⽉7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。

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。

※「⼀般コース」と「⾃動けいぞく投資コース」の2つの購⼊⽅法があります。ただし、販売会社に
よっては、どちらか⼀⽅のコース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。

スイッチング 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを⾏う場合があります。

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「愛称：NISA（ニーサ）」、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。
配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
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購⼊時
項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

購⼊時⼿数料
購⼊申込⾦額（購⼊申込⼝数に購⼊価額を乗じた額）に対して、販売
会社が別に定める⼿数料率を乗じて得た額とします。
※⼿数料率の上限は3.24％（税抜3％）です。

商品説明、募集・販売の
取扱い事務等の対価

スイッチング⼿数料

スイッチング時の購⼊申込⾦額に3.24％（税抜3.0％）を上限として販
売会社が定める⼿数料率を乗じて得た額とします。
※スイッチングの際には、換⾦時と同様の費⽤、税⾦がかかります。くわしく

は販売会社にお問い合わせください。

－

換⾦時
項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

信託財産留保額 1⼝につき、換⾦請求受付⽇の翌営業⽇の基準価額に対して、0.2％の
率を乗じて得た額 －

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）

運⽤管理費⽤の委託会社分には、マザーファンドにおけるロード・アベット社の運⽤の対価等（各ファンドの信託財産の純資産総
額に対して年率0.375％）が含まれており、⽀払期⽇毎に⽀払われます。

項⽬ 費⽤の額・料率 費⽤の概要

運⽤管理費⽤
（総額）

みずほUSハイイールドオー
プン
年率1.512％
（税抜1.4％）

みずほUSハイイールド
オープン（年1回決算
型）
年率1.458％
（税抜1.35％）

運⽤管理費⽤＝⽇々の純資産総額×信託報酬率
※運⽤管理費⽤は毎計算期末（（年1回決算

型）においては毎計算期間の最初の6ヵ⽉終了⽇
を含みます。）または信託終了のときに信託財産
中から⽀払われます。

配
分
︵
税
抜
︶

（委託会社） 年率0.8％〜0.6％ 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0.5％〜0.7％ 交付運⽤報告書等各種書類の送付、顧客⼝座の
管理、購⼊後の情報提供等の対価

（受託会社）
みずほUSハイイールドオー
プン
年率0.1％

みずほUSハイイールド
オープン（年1回決算
型）
年率0.05％

信託財産の管理、委託会社からの運⽤指図の実⾏
等の対価

※運⽤管理費⽤の配分（税抜）は、以下の通り販売会社毎の純資産総額に応じて変動します。

販売会社毎の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社

500億円未満の部分 0.8％ 0.5％ みずほUSハイイール
ドオープン

0.1％

みずほUSハイイールド
オープン（年1回決
算型）

0.05％500億円以上の部分 0.6％ 0.7％

お客さまにご負担いただく⼿数料等について

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし

運⽤管理費⽤の委託会社分には、マザーファンドにおけるロード・アベット社の運⽤の対価等（各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率
0.375％）が含まれており、⽀払期⽇毎に⽀払われます。
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その他の費⽤・⼿数料

※上記のような費⽤・⼿数料等が投資者の保有期間中、そのつど（監査費⽤は⽇々）かかります。
※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ため、あらかじめ当該費⽤等（上限額

等を含む）を表⽰することができません。

お客さまにご負担いただく⼿数料等の合計額については、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。

主な項⽬ 費⽤の概要
信託財産に関する租税 有価証券の取引のつど発⽣する有価証券取引税、有価証券の受取配

当⾦にかかる税、有価証券の譲渡益にかかる税等

監査費⽤ 監査法⼈に⽀払うファンドの監査にかかる費⽤
信託事務の処理に要する諸費⽤ 事務処理にかかる諸経費
外国における資産の保管等に要する費⽤ 外国における保管銀⾏等に⽀払う有価証券等の保管等に要する費⽤
組⼊有価証券の売買時の売買委託⼿数料 有価証券等の売買の際、⾦融商品取引業者等に⽀払う⼿数料

お客さまにご負担いただく⼿数料等について

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし
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取扱いファンドおよび加⼊している⾦融商品取引業協会を○で⽰しています。

販売会社

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし

【みずほUSハイイールドオープン】

○ ○ 藍澤證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第6号 ○ ○ □
○ ○ 安藤証券株式会社 ⾦融商品取引業者　東海財務局⻑（⾦商）第1号 ○
○ 池⽥泉州ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第370号 ○
○ ○ SMBC⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○
○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
○ ○ カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○
○ ○ ごうぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者　中国財務局⻑（⾦商）第43号 ○
○ ○ GMOクリック証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第77号 ○ ○ ○
○ ○ 株式会社証券ジャパン ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第170号 ○
○ ○ 第四証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第128号 ○
○ ○ 髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
○ ○ 中銀証券株式会社 ⾦融商品取引業者　中国財務局⻑（⾦商）第6号 ○
○ ○ 野村證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第142号 ○ ○ ○ ○ □
○ ○ 浜銀ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第1977号 ○

○ ほくほくTT証券株式会社 ⾦融商品取引業者　北陸財務局⻑（⾦商）第24号 ○
○ ○ マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
○ ○ 楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○
○ ○ 株式会社イオン銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○
○ 株式会社池⽥泉州銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○
○ ○ 株式会社愛媛銀⾏ 登録⾦融機関　四国財務局⻑（登⾦）第6号 ○
○ ○ 株式会社きらやか銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第15号 ○
○ ○ 株式会社⻄京銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第7号 ○
○ ○ 株式会社佐賀銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第1号 ○ ○
○ ○ 株式会社⼭陰合同銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第1号 ○
○ ○ 株式会社四国銀⾏ 登録⾦融機関　四国財務局⻑（登⾦）第3号 ○
○ ○ 株式会社ジャパンネット銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○
○ ○ スルガ銀⾏株式会社 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第8号 ○
○ ○ 株式会社仙台銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第16号 ○
○ ○ ソニー銀⾏株式会社 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第578号 ○ ○ ○
○ ○ 第⼀勧業信⽤組合 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第278号 ○
○ ○ 株式会社第三銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○

○ 株式会社筑邦銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第5号 ○
○ ○ 株式会社千葉興業銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第40号 ○ ○
○ ○ 株式会社東京都⺠銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第37号 ○ ○

○ 株式会社東邦銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第7号 ○
○ 株式会社東北銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第8号 ○

○ ○ 株式会社トマト銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第11号 ○
○ ○ 株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○
○ ○ 株式会社富⼭第⼀銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第7号 ○
○ ○ 株式会社名古屋銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第19号 ○
○ ○ 株式会社北越銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第48号 ○ ○
○ ○ 株式会社北都銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○

○ 株式会社北海道銀⾏ 登録⾦融機関　北海道財務局⻑（登⾦）第1号 ○ ○
○ ○ 株式会社みずほ銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○ ○
○ ○ みずほ信託銀⾏株式会社 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第34号 ○ ○ ○
○ ○ 株式会社宮崎太陽銀⾏ 登録⾦融機関　九州財務局⻑（登⾦）第10号 ○
○ 株式会社⼭形銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第12号 ○
○ ○ 株式会社横浜銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第36号 ○ ○
○ ○ 株式会社琉球銀⾏ 登録⾦融機関　沖縄総合事務局⻑（登⾦）第2号 ○

備
考

Ａ
コ

ス

Ｂ
コ

ス

販　売　会　社 ⾦融商品取引業者／登録⾦融機関
登録番号

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
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委託会社および受託会社

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 みずほ信託銀⾏株式会社 信託財産の保管・管理等を⾏います。

※P.16〜17の表は、アセットマネジメントOne株式会社が2017年6⽉末時点で知りうる信頼性が⾼いと判断した情報等か
ら、細⼼の注意を払い作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

※備考欄の「□」は、現在、各ファンドの新規の募集・販売を停⽌している販売会社を⽰しています。
※お客さまへの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の提供は、販売会社において⾏います。

販売会社

【みずほUSハイイールドオープン（年1回決算型）】

みずほUSハイイールドオープン Aコース（為替ヘッジあり）/
みずほUSハイイールドオープン Bコース（為替ヘッジなし）/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジあり/
みずほUSハイイールドオープン （年1回決算型）為替ヘッジなし

取扱いファンドおよび加⼊している⾦融商品取引業協会を○で⽰しています。

○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
○ ○ 株式会社証券ジャパン ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第170号 ○
○ ○ 髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
○ ○ 楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○
○ ○ 株式会社イオン銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○

○ 株式会社愛媛銀⾏ 登録⾦融機関　四国財務局⻑（登⾦）第6号 ○
○ ○ 株式会社きらやか銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第15号 ○
○ ○ 株式会社仙台銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第16号 ○
○ ○ 株式会社第三銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○
○ ○ 株式会社名古屋銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第19号 ○
○ ○ 株式会社北都銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○
○ ○ 株式会社琉球銀⾏ 登録⾦融機関　沖縄総合事務局⻑（登⾦）第2号 ○

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

為
替
ヘ

ジ
あ
り

為
替
ヘ

ジ
な
し

販　売　会　社 ⾦融商品取引業者／登録⾦融機関
登録番号

⽇本
証券業
協会

⼀般社団法⼈
⽇本

投資顧問業
協会
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わが国の株式で積極的な運⽤を⾏い、⽇経平均株価（⽇経225）の動きに連動する投資成果を⽬指します。

⽇経平均株価（⽇経225）の動きに連動する投資成果を⽬指します。
◆⽇経平均株価に採⽤されている銘柄の中から200〜225銘柄に、原則として等株数投資を⾏います。
◆株式の組⼊⽐率は、⾼位を保ちます。
◆「MHAM株式インデックス225マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド⽅式で運⽤を⾏います。
※⽇経平均株価に関する著作権ならびに「⽇経」および⽇経平均株価の表⽰に対する知的財産権その他⼀切の

権利は、すべて⽇本経済新聞社に帰属します。⽇本経済新聞社は、⽇経平均株価の内容を変える権利および
公表を停⽌する権利を有しています。当ファンドを⽇本経済新聞社が保証するものではありません。

当ファンドは、株式などの値動きのある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。したがって、投資
者の皆さまの投資元⾦は保証されているものではなく、組み⼊れた株式の株価の下落（⽇経平均株価（⽇経
225）の動きに連動する投資成果を⽬指しているため、当該株価の下落を含みます。）等の影響による基準価額の
下落により、損失を被り、投資元⾦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。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「流動性リスク」、「信⽤リスク」、「ファミリーファ
ンド⽅式で運⽤する影響」などがあります。

ファンドの特⾊

基準価額の変動要因

株価変動リスク
当ファンドが投資する企業の株価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。また、当ファ
ンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に⼤きな影響を及ぼすことがあり
ます。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組⼊⽐率を原則として⾼位に維持するため、株式
市場の動向により基準価額は⼤きく変動します。

MHAM株式インデックスファンド225
追加型投信/国内/株式/インデックス型
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購⼊単位 販売会社が別に定める単位
※詳細は販売会社までお問い合わせください。

購⼊価額 購⼊申込⽇の基準価額（基準価額は1万⼝当たりで表⽰しています。）

購⼊代⾦
購⼊申込⽇から起算して4営業⽇⽬までにお⽀払いいただきます。
なお、販売会社が別に定める⽅法により、上記の期⽇以前に購⼊代⾦をお⽀払いいただく場合
があります。

換⾦単位
1⼝単位または1万⼝単位
※換⾦単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっ

ては換⾦単位を別に設定する場合があります。

換⾦価額 換⾦請求受付⽇の基準価額

換⾦代⾦ 換⾦請求受付⽇から起算して、原則として4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時までに販売会社の事務⼿続きが完了したものを当⽇分のお申込
みとします。

換⾦制限 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うために⼤⼝の換⾦請求には制限を設ける場合があります。

購⼊・換⾦申込
受付の中⽌及び
取消し

証券取引所における取引の停⽌、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
の受付けを中⽌すること、およびすでに受け付けた購⼊・換⾦のお申込みの受付けを取り消すこと
があります。

信託期間 無期限（1985年10⽉25⽇設定）

繰上償還

委託会社は次のいずれかの場合、事前に投資者（受益者）の意向を確認し、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。
・この信託契約を解約することが投資者のため有利であると認めるとき。
・やむを得ない事情が発⽣したとき。
・信託契約の⼀部解約により、受益権の総⼝数が20億⼝を下回ることとなるとき。

決算⽇ 毎年10⽉24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いて収益分配を⾏います。
※「分配⾦受取コース」と「分配⾦再投資コース」の2つの購⼊⽅法があります。ただし、販売会社

によっては、どちらか⼀⽅のコース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。

※将来の収益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。

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の適⽤対象です。

お申込みメモ

MHAM株式インデックスファンド225
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詳細は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。
投資者が直接的に負担する費⽤

購⼊時⼿数料 購⼊価額に対して、販売会社が別に定める⼿数料率を乗じて得た額とします。
※⼿数料率の上限は2.16％（税抜2％）です。

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）

運⽤管理費⽤＝⽇々の純資産総額×信託報酬率（年率0.594％（税抜0.55％））
※運⽤管理費⽤は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

に信託財産中から⽀払われます。

その他の費⽤・
⼿数料

以下のような費⽤・⼿数料等が投資者の保有期間中、そのつど（監査費⽤は⽇々）かかります。
信託財産に関する租税／監査費⽤／信託事務の処理に要する諸費⽤／組⼊有価証券の売
買時の売買委託⼿数料 等
※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ため、あ

らかじめ当該費⽤等（上限額等を含む）を表⽰することができません。

個⼈の投資者（受益者）の場合、普通分配⾦および換⾦時・償還時の差益に対して課税されます。
※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。
※少額投資⾮課税制度をご利⽤の場合、⾮課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

ファンドの費⽤・税⾦

＜ファンドの費⽤＞

＜税⾦＞

上記⼿数料等の合計額については、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。

委託会社および受託会社委託会社および受託会社

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 みずほ信託銀⾏株式会社 信託財産の保管・管理等を⾏います。

MHAM株式インデックスファンド225
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※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が2017年6⽉末時点で知りうる信頼性が⾼いと判断した情報等から、細⼼の注
意を払い作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

※備考欄の「□」は、現在、当ファンドの新規の募集・販売を停⽌している販売会社を⽰しています。
※お客さまへの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の提供は、販売会社において⾏います。

販売会社 加⼊している⾦融商品取引業協会を○で⽰しています。

MHAM株式インデックスファンド225

藍澤證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第6号 ○ ○ □
飯塚中川証券株式会社 ⾦融商品取引業者　福岡財務⽀局⻑（⾦商）第1号 ○
池⽥泉州ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第370号 ○
⾅⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第31号 ○
SMBC⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○
SMBCフレンド証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第40号 ○ ○
株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
おきぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者　沖縄総合事務局⻑（⾦商）第1号 ○
カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○
⼤熊本証券株式会社 ⾦融商品取引業者　九州財務局⻑（⾦商）第1号 ○
髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
⽥原証券株式会社 ⾦融商品取引業者　東海財務局⻑（⾦商）第15号 ○
とうほう証券株式会社 ⾦融商品取引業者　東北財務局⻑（⾦商）第36号 ○
⻑野證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第125号 ○
⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号 ○
⽇産証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第131号 ○ ○
野村證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第142号 ○ ○ ○ ○
ふくおか証券株式会社 ⾦融商品取引業者　福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号 ○ □
ほくほくTT証券株式会社 ⾦融商品取引業者　北陸財務局⻑（⾦商）第24号 ○
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
みずほ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第94号 ○ ○ ○ ○
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○
株式会社池⽥泉州銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○
株式会社愛媛銀⾏ 登録⾦融機関　四国財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社関⻄アーバン銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第16号 ○ ○ □
株式会社きらやか銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第15号 ○
株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関　九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社京葉銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第56号 ○
株式会社⻄京銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第7号 ○
株式会社島根銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第8号 ○
株式会社清⽔銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社ジャパンネット銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○
株式会社親和銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○
第⼀勧業信⽤組合 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第278号 ○
株式会社第三銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○
株式会社⼤東銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第17号 ○
株式会社筑波銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第44号 ○
株式会社東京スター銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第579号 ○ ○
株式会社東邦銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第7号 ○
株式会社トマト銀⾏ 登録⾦融機関　中国財務局⻑（登⾦）第11号 ○
株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○
株式会社名古屋銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第19号 ○
株式会社⻄⽇本シティ銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号 ○ ○
株式会社福邦銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第8号 ○
株式会社北越銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第48号 ○ ○
株式会社北陸銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第3号 ○ ○
株式会社三重銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑(登⾦)第11号 ○
株式会社みずほ銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○ ○
株式会社宮崎太陽銀⾏ 登録⾦融機関　九州財務局⻑（登⾦）第10号 ○ □

備
考 販　売　会　社 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
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当ファンドは、主として米国の不動産投資信託証券を投資対象としています。組み入れた不動産投資信託証券の値動き、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．主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下｢ＵＳ－ＲＥＩＴ｣といいます｡)に分散
投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。

◆銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、ＵＳ－ＲＥＩＴの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価
値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。 

◆ポートフォリオの構築に際しては、全体の流動性に十分留意します。 

◆ＵＳ－ＲＥＩＴの組入比率は、原則として高位を保ちます。 

◆原則として為替ヘッジは行いません。 

ＲＥＩＴとは 

・ＲＥＩＴとは、不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・管理・運営する不動産投
資信託ならびに不動産投資法人(以下｢不動産投資信託｣といいます｡)が発行する証券の一般総称です。 

・不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸料収入や売買益などを収
益とし、不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほとんどを配当金として投資家に支払います。 

 

２．ＵＳ－ＲＥＩＴの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託し
ます。 

◆インベスコ・アドバイザーズ・インクは、世界的な独立系運用会社の一つであるインベスコ・リミテッドの一員です。同
社の不動産部門であるインベスコ・リアル・エステートは米国テキサス州ダラスに本拠を置き、１９８３年より運用を開始し
ています。 

※インベスコ・アドバイザーズ・インクの運用の巧拙が当ファンドの運用成績に大きな影響を及ぼします。 

 

元本動向、投資環境などその他やむを得ない事情により、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５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、配当収益相当部分と判断される額を基礎として、安定した収益分配を行うことを目指し、基準価額水準・市
況動向などを勘案して決定します。 

◇運用状況により分配金額は変動します。また、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。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。 
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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、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。 

当ファンドが投資するＵＳ－ＲＥＩＴは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度から
の市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。 

保有不動産への評価 

不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が
保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、
ＵＳ－ＲＥＩＴの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。 
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することで
ＵＳ－ＲＥＩＴの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害
を受けた場合など、予想不可能な事態によってＵＳ－ＲＥＩＴの価格の下落や配当金の減少
の可能性があります。 

配当利回り水準 
に対する評価 

不動産投資信託の利益の減少はＵＳ－ＲＥＩＴの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収
益分配金に影響を与える可能性があります。また、ＵＳ－ＲＥＩＴの配当金の減少はＵＳ－
ＲＥＩＴの価格を下落させる要因にもなります。 
ＵＳ－ＲＥＩＴの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、
ＵＳ－ＲＥＩＴの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、ＵＳ－ＲＥ
ＩＴの配当利回りの水準に変化がない場合はＵＳ－ＲＥＩＴの価格が下落する要因になりま
す。景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下で
の金利上昇局面では、必ずしもＵＳ－ＲＥＩＴの価格が下落するとは限りません。 

企業体としての評価 

不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることがで
きます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、ＵＳ－ＲＥＩＴの価格
も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により
不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増
加することから利益の減少要因となり、ＵＳ－ＲＥＩＴの価格が下落する要因になります。
また、財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。

 
また、当ファンドが投資するＵＳ－ＲＥＩＴには、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配
金に影響を及ぼします。 

取引所における取引 
の需給関係による 
価格変動リスク 

一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が
見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などによ
り、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけで
なく全体的にＵＳ－ＲＥＩＴの価格が下落することがあります。 

取引所における 
取引量が減少または 
無くなることによる 
流動性リスク 

取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合
は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがありま
す。特に流動性が低下したＵＳ－ＲＥＩＴを売却する場合には、当ファンドの基準価額を下
落させる要因になることがあります。 

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。

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。 

※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。 
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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。

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。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　　・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 2024年9月30日まで（2004年9月30日設定）

繰上償還 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

・運用体制の変更等やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎月5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、3.24％（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 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を、換金時にご負担いただきます。

●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）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6524％（税抜1.53％）

※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。

※信託報酬には、ＲＥＩＴの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（インベスコ・アドバイザーズ・

   インク）に対する報酬が含まれます。

※ファンドの純資産総額が5,000億円を超える場合には、委託会社が支払う投資顧問報酬から次の額が控除され、

   当該額を委託会社が収受します。

   控除額（年額）: 150,000,000円＋（ファンド純資産総額－5,000億円）×0.06％

※ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券（US－REIT）については、市場

   の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。

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。

※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。

委託会社および受託会社委託会社および受託会社

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 三井住友信託銀⾏株式会社 信託財産の保管・管理等を⾏います。
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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 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 

アーク証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会

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
一般社団法人金融先物取引業協会 

飯塚中川証券株式会社 
金融商品取引業者
福岡財務支局長(金商)第１号 

日本証券業協会

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 

宇都宮証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第３２号 

日本証券業協会

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

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第２２５１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 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第４０号 

日本証券業協会
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 

岡三オンライン証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第５２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 

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

岡地証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第５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

カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第６１号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

木村証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会

極東証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第６５号 

日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

ぐんぎん証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第２９３８号

日本証券業協会

寿証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第７号 

日本証券業協会

島大証券株式会社 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第６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

頭川証券株式会社 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第８号 

日本証券業協会

大熊本証券株式会社 
金融商品取引業者
九州財務局長(金商)第１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
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販売会社名 登録番号 加入協会 

立花証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１１０号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

ちばぎん証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１１４号 

日本証券業協会

中銀証券株式会社 
金融商品取引業者
中国財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会

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 

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 

東洋証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１２１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 

ニュース証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１３８号 

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 

野村證券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１４２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 

八十二証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第２１号 

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 

百五証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第１３４号 

日本証券業協会

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
 

フィデリティ証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１５２号 

日本証券業協会

フィリップ証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１２７号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

ほくほくＴＴ証券株式会社 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第２４号 

日本証券業協会

マネックス証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１６５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 

丸国証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１６６号 

日本証券業協会

丸八証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第２０号 

日本証券業協会

三木証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１７２号 

日本証券業協会

三田証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１７５号 

日本証券業協会

三津井証券株式会社 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第１４号 

日本証券業協会

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第２３３６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 

水戸証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１８１号 

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 

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

山形證券株式会社 
金融商品取引業者
東北財務局長(金商)第３号 

日本証券業協会

豊証券株式会社 
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第２１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 

リーディング証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第７８号 

日本証券業協会

リテラ・クレア証券株式会社 
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第１９９号 

日本証券業協会

株式会社青森銀行 
登録金融機関
東北財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会
 

 



－27－
最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」をご確認ください。

新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）
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販売会社名 登録番号 加入協会 

株式会社足利銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４３号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社阿波銀行 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会

株式会社イオン銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第６３３号 

日本証券業協会

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

株式会社神奈川銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５５号 

日本証券業協会

株式会社紀陽銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会

株式会社京都銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１０号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

近畿産業信用組合 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第２７０号 

日本証券業協会

株式会社佐賀共栄銀行 
登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第１０号 

日本証券業協会

株式会社四国銀行 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会

株式会社十六銀行 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第７号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社第三銀行 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第１６号 

日本証券業協会

株式会社第四銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４７号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社筑邦銀行 
登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第５号 

日本証券業協会

株式会社中京銀行 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第１７号 

日本証券業協会

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 

株式会社東北銀行 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会

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

株式会社南都銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１５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

株式会社福井銀行 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第２号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社北都銀行 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１０号 

日本証券業協会

株式会社北洋銀行 
登録金融機関 
北海道財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 

みずほ信託銀行株式会社 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第３４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 

三井住友信託銀行株式会社 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第６４９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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
 
 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５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 

株式会社南日本銀行 
登録金融機関 
九州財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会

第一生命保険株式会社 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第６５７号 

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 

 

委託金融商品取引業者 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 
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販売会社名 登録番号 加入協会 

アイオー信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３０号 

 

青木信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９９号 

朝日信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１４３号 

日本証券業協会

足利小山信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２１７号 

あぶくま信用金庫 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第２４号 

尼崎信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第３９号 

日本証券業協会

いちい信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２５号 

磐田信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２６号 

遠州信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２８号 

青梅信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１４８号 

日本証券業協会

大垣西濃信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２９号 

大阪信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第４５号 

 

大阪シティ信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第４７号 

日本証券業協会

大牟田柳川信用金庫 
登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第２０号 

金沢信用金庫 登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第１５号 

日本証券業協会

鹿沼相互信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２２１号 

蒲郡信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３２号 

川崎信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９０号 

日本証券業協会

観音寺信用金庫 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１７号 

北伊勢上野信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３４号 

北群馬信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３３号 

きのくに信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５１号 

吉備信用金庫 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第２２号 

京都信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会

京都中央信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５３号 

日本証券業協会

京都北都信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５４号 

桐生信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３４号 

熊本第一信用金庫 
登録金融機関 
九州財務局長(登金)第１４号 

桑名信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３７号 

郡山信用金庫 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第３１号 

湖東信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５７号 

佐野信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２２３号 
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販売会社名 登録番号 加入協会 

滋賀中央信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７９号 

静岡信用金庫 登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３８号 

日本証券業協会

しののめ信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３２号 

城北信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１４７号 

日本証券業協会

静清信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第４３号 

日本証券業協会

西武信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１６２号 

日本証券業協会

関信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第４５号 

 

瀬戸信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第４６号 

日本証券業協会

第一勧業信用組合 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２７８号 

日本証券業協会

大地みらい信用金庫 
登録金融機関 
北海道財務局長(登金)第２６号 

高松信用金庫 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第２０号 

高山信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第４７号 

但馬信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６７号 

多摩信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１６９号 

日本証券業協会

玉島信用金庫 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第３０号 

知多信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第４８号 

千葉信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２０８号 

東京東信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１７９号 

日本証券業協会

富山信用金庫 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第２７号 

豊川信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５４号 

豊田信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５５号 

日本証券業協会

長野信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２５６号 

日本証券業協会

長浜信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６９号 

奈良信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７１号 

日本証券業協会

奈良中央信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７２号 

新潟信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２４９号 

西尾信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５８号 

西中国信用金庫 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第２９号 

沼津信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５９号 

のと共栄信用金庫 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第３０号 

幡多信用金庫 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第２４号 

浜松信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６１号 
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新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）
 

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 

播州信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７６号 

日本証券業協会

飯能信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２０３号 

備前信用金庫 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第４０号 

姫路信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８０号 

日本証券業協会

兵庫信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８１号 

日本証券業協会

平塚信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９６号 

福井信用金庫 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第３２号 

福岡ひびき信用金庫 
登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第２４号 

日本証券業協会

福島信用金庫 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第５０号 

碧海信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６６号 

日本証券業協会

水島信用金庫 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第４８号 

宮城第一信用金庫 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第５２号 

焼津信用金庫 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６９号 

大和信用金庫 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８８号 

日本証券業協会

横浜信用金庫 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９８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）
 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）

（上記の⼀覧は2017年7⽉5⽇時点の情報です。）
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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)
信託財産の成⻑を図ることを⽬的として、運⽤を⾏います。
○ 投資環境の変化を速やかに察知し、中⻑期的に安定的なリターンをめざします。 

○ 基準価額の変動リスク(*)を年率4％程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。

○ 年2回決算を⾏います。

○ 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）

○ 資産配分リスク……………

○ 株価変動リスク……………

○ ⾦利リスク…………………

○ リートの価格変動リスク……

○ 為替リスク…………………

○ 信⽤リスク…………………

○ 流動性リスク………………

○ カントリーリスク……………

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「お客様にご負担いただく費⽤について」および投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

(*)価格変動リスクの⼤きさを表し、この値が⼩さいほど、価格の変動が⼩さいことを意味します。

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により⼗分な
流動性の下での取引を⾏えない場合には、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可能性があります。

⼀般的に⾦利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リートに投資をしま
すので、⾦利変動により基準価額が上下します。

当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運⽤上の制約を受ける可能
性があり、基準価額が下がる要因となります。

当ファンドは実質組⼊外貨建資産について、弾⼒的に対円での為替ヘッジを⾏います。為替ヘッジを⾏わない場
合、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基準
価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを⾏う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場
の影響を受ける場合があります。なお、実質組⼊通貨の直接ヘッジのほか、先進国通貨を⽤いた代替ヘッジを⾏う
場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されますので、⼗分な為替ヘッジ効果が得られない可
能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受ける可能性があります。また、為替ヘッジには円⾦利がヘッジ
対象通貨の⾦利よりも低い場合、その⾦利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発⾏者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資す
るリートが、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、基準価額が下がる要因となります。

リートの価格は、リート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、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分⽐率が⼤きい場合、基準価額が下がる場合があり
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。

※ 分配⾦額は、分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない
場合もあります。

・外貨建資産は投資環境に応じて弾⼒的に対円での為替ヘッジ(*)を⾏い、⼀部または全部の為替リスクを軽減します。

・主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）にマザーファンド(※)を通じて実質的に投資し、それぞれの配分⽐率を適宜変更
します。

・毎年1⽉、7⽉の各11⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇。）の決算時に、基準価額⽔準、市況動向等を勘案して分配⾦額を決定します。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。

(※)国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッ
シブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)⼀部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が⾼いと判断する通貨を⽤いて、円に対する為替ヘッジを⾏う「代替ヘッ
ジ」を⾏うことがあります。為替ヘッジにより、外貨建資産の為替リスクを軽減します。

※ 将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

当ファンドの基準価額は、ファンドに組⼊れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運⽤による損益は全て投資者の皆様に帰
属します。したがって、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、下記の主な変動要因により、基準価額が下落し、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。

※上記数値は⽬標値であり、常にリスク⽔準が⼀定であること、あるいは⽬標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。ま
た、上記数値は当ファンドの⻑期的なリスク⽔準の⽬標を表すものであり、当ファンドが年率4％程度の収益を⽬標とすることを意味するもので
はありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運⽤成績がマイナスとなる可能性があります。

投資のソムリエ
追加型投信/内外/資産複合
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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)

各販売会社が定める単位（当初元本：1⼝＝1円）

お申込⽇の翌営業⽇の基準価額とします。

お申込みをされた販売会社が定める所定の⽇までに購⼊代⾦を販売会社に⽀払うものとします。

各販売会社が定める単位

換⾦のお申込⽇の翌営業⽇の基準価額とします。

原則として換⾦のお申込⽇より起算して5営業⽇⽬から⽀払います。

原則として販売会社の毎営業⽇の午後3時までとします。

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。

無期限です。（設定⽇：2012年10⽉26⽇）

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、当該信託を終了する場合があります。
① 受益権⼝数が10億⼝を下回ることとなった場合。
② 受益者のために有利であると認める場合。
③ マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合。
④ やむを得ない事情が発⽣した場合。

原則として毎年1⽉、7⽉の各11⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

年2回、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」の場合、決算⽇から起算して原則として5営業⽇までにお⽀払いを開始します。
※ 「分配⾦⾃動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無⼿数料で⾃動的に全額が再投資されます。

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。

※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。

お客様にご負担いただく費⽤について(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)

●購⼊時

購⼊価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として各販売会社が定める⼿数料率を乗じて得た額とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

●換⾦時

ありません。

ありません。

●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

収益分配

※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。

（信託報酬）
信託財産の純資産総額に対して年率1.512％（税抜1.4％）を⽇々ご負担いただきます。

その他費⽤・⼿数料

運⽤管理費⽤

以下の⼿数料等の合計額等については、保有期間など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。

※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。

※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。

換⾦価額

換⾦代⾦

申込締切時間

繰上償還

購⼊・換⾦不可⽇

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

決算⽇

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀⾏、ロンドンの銀⾏のいずれか
の休業⽇に該当する⽇には、購⼊・換⾦のお申込みの受付を⾏いません。

組⼊有価証券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、監査費⽤、外国での資産の保管等に要する諸費⽤等が信託
財産から⽀払われます。（その他費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表⽰す
ることができません。）

課税関係

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、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。

換⾦⼿数料

信託財産留保額

購⼊時⼿数料

購⼊単位

購⼊価額

購⼊代⾦

換⾦単位

投資のソムリエ

委託会社および受託会社

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 みずほ信託銀⾏株式会社 信託財産の保管・管理等を⾏います。
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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）
○印は協会への加⼊を意味します。 2017年6⽉30⽇現在

●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）

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

株式会社みずほ銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第6号 ○  ○ ○
株式会社イオン銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○    
株式会社⻘森銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第1号 ○    
株式会社北都銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○    
株式会社岩⼿銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第3号 ○    
株式会社東北銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第8号 ○    
株式会社群⾺銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第46号 ○  ○  
株式会社常陽銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第45号 ○  ○  
株式会社千葉興業銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第40号 ○  ○  
株式会社横浜銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第36号 ○  ○  
株式会社北越銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第48号 ○  ○  
株式会社⼋⼗⼆銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第49号 ○  ○  
株式会社北陸銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第3号 ○  ○  
株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○    
株式会社静岡銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第5号 ○  ○  
株式会社清⽔銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第6号 ○    
株式会社⼗六銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第7号 ○  ○  
株式会社京都銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第10号 ○  ○  
株式会社南都銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第15号 ○    
株式会社佐賀銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第1号 ○  ○  
株式会社宮崎銀⾏ 登録⾦融機関　九州財務局⻑（登⾦）第5号 ○    
株式会社北洋銀⾏ 登録⾦融機関　北海道財務局⻑（登⾦）第3号 ○  ○  
株式会社仙台銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第16号 ○    
株式会社福島銀⾏ 登録⾦融機関　東北財務局⻑（登⾦）第18号 ○    
株式会社栃⽊銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第57号 ○    
株式会社東⽇本銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第52号 ○    
株式会社東京スター銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第579号 ○  ○  
株式会社富⼭第⼀銀⾏ 登録⾦融機関　北陸財務局⻑（登⾦）第7号 ○    
株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○    
株式会社名古屋銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第19号 ○    
株式会社⻑崎銀⾏ 登録⾦融機関　福岡財務⽀局⻑（登⾦）第11号 ○    
第⼀⽣命保険株式会社 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第657号 ○ ○   
⼋⼗⼆証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第21号 ○ ○   
カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○  ○  
株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○  ○ ○
ぐんぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第2938号 ○   
ごうぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者　中国財務局⻑（⾦商）第43号 ○   
静岡東海証券株式会社 ⾦融商品取引業者　東海財務局⻑（⾦商）第8号 ○   
髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○   
⽴花証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第110号 ○  ○
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
株式会社証券ジャパン ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第170号 ○   
浜銀ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第1977号 ○   
フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○   
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○  

投資のソムリエ
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【収益分配⾦に関する留意事項】

10,600円

10,500円 10,500円 10,500円

10,450円

前期決算日 当期決算日

分配前

当期決算日

分配後

前期決算日 当期決算日

分配前

当期決算日

分配後

前期決算日 当期決算日

分配前

当期決算日

分配後

＊分配対象額

　 500円

＊分配対象額

　 500円

＊分配対象額

　 500円

＊50円を

　 取崩し

＊分配対象額

　 450円

＊分配対象額

　 500円

＊80円を

　 取崩し

＊分配対象額

　 420円

分配金100円*500円

（③+④）

*500円

（③+④）

期中収益

（①+②）

100円

分配金100円

*500円

（③+④） *450円

（③+④）

分配金100円

10,550円

*500円

（③+④）

*420円

（③+④）

10,400円
配当等収益

(①)20円

＊80円 10,300円

10,500円
期中収益

(①+②)50円

＊50円

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。

投資信託から分配金が
支払われるイメージ

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。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

＜前期決算日から基準価額が上昇した場合＞＜前期決算日から基準価額が下落した場合＞

分配金

投資信託の純資産

普通分配金 ：個別元本(投資者（受益者）のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

投資者（受益者）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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

※元本払戻金（特別分
配金）は実質的に元本
の一部払戻しとみなされ、
その金額だけ個別元本
が減少します。また、元
本払戻金（特別分配金）
部分は、非課税扱いと
なります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金額と基準価額の関係（イメージ）

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

ケースA ケースB ケースC

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円
ケースB:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円＝▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれ
ぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の
受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

基
準
価
額

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご留意ください。

元本払戻金

（特別分配金）投資者
(受益者）の
購入価額

(当初個別元本)

分配金支払後

基準価額

(個別元本)

投資者

（受益者）の

購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後
基準価額

（個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

投資者

（受益者）の

購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後
基準価額

（個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）



■設定・運⽤は

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

照会先

・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/

ー 当資料のご利⽤にあたっての注意事項 ー

• 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。

• ファンドは、株式、債券および不動産投資信託証券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。

170627JS国際分散投資の効果


