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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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グローバル新世代関連株式ファンド 
愛称：ミレニアルズ 
追加型投信/内外/株式 

販売用資料 
2017年4月17日 

第1期分配金に関するお知らせ 

 第1期分配金について100円（1万口当たり、税引前）といたしました 
  当ファンドは、第1期決算（2017年4月17日）において、基準価額の水準や市況動向等を 
  勘案し、分配金を100円といたしました。 
 設定来の騰落率は+12.7％となっております 
  （2017年4月17日現在、税引前分配金再投資） 

分配実績 （※1万口当たり、税引前） 

  第1期（2017年4月17日）   100円 

運用実績 （期間：2016年4月18日（設定日）～2017年4月17日） 

※上記の分配金は過去の実績であり、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。 
※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。 
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※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、税引前分配金を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。 
※上記の図表は過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンドの運用成果、分配金の支払いおよびその金額について示唆あるいは保証するものではありません。 

基準価額 11,171円 純資産総額 122.1億円

2017年4月17日現在



ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 

株式等組入上位10銘柄 

・比率は、純資産総額に対する割合です。 
・比率は、小数第２位を四捨五入した数字です。 
・セクターは、世界産業分類基準（GICS）です。 

株式等組入国・地域別上位比率 株式等組入セクター上位比率 

2017年3月31日現在 

セクター 比率
1 ソフトウェア・サービス 36.9%
2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.9%
3 小売 7.0%
4 消費者サービス 6.4%
5 公益事業 5.6%
6 半導体・半導体製造装置 5.3%
7 食品・飲料・タバコ 4.4%
8 メディア 4.3%
9 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.8%
10 資本財 3.2%

国・地域名 比率
1 アメリカ 64.9%
2 アイルランド 5.1%
3 フランス 5.0%
4 中国 3.6%
5 スペイン 3.4%
6 日本 3.1%
7 イギリス 2.5%
8 オランダ 2.4%
9 ベルギー 1.8%
10 イタリア 1.7%

※上記は過去の実績であり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
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銘柄名 セクター 比率 国・地域名
1 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.5% アメリカ
2 ORACLE CORP ソフトウェア・サービス 4.2% アメリカ
3 EDP RENOVAVEIS SA 公益事業 3.4% スペイン
4 ALLERGAN PLC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.3% アメリカ
5 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 2.9% アメリカ
6 FACEBOOK INC-A ソフトウェア・サービス 2.9% アメリカ
7 PUBLICIS GROUPE メディア 2.8% フランス
8 EAGLE BANCORP INC 銀行 2.8% アメリカ
9 ALPHABET INC-CL C ソフトウェア・サービス 2.6% アメリカ
10 KERRY GROUP PLC-A 食品・飲料・タバコ 2.6% アイルランド

組入上位10銘柄合計比率 32.8%
株式等組入銘柄数 49



ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 

足もとの運用状況について① 

 2017年に入ってからのグローバル株式市場の動きを振り返りますと、米国市場の上昇など
を受けて堅調なパフォーマンスとなっています。 
 
 
 
 米国市場では、雇用関連指標など主要な経済指標の内容が良好で、経済の先行きに対する
期待の高まりが相場上昇要因となっています。昨年11月に行われた米国大統領選挙の結果、
今年1月に共和党の候補者であったドナルド・トランプ氏が第45代米国大統領に就任しまし
た。過激な発言で知られるトランプ大統領ですが、大幅減税やインフラ投資など産業界寄り
の政策スタンスも株価上昇を促す要因となっています。ただし、3月下旬に予定されていた主
要方針の一つである医療制度改革法（通称：オバマケア）の廃止・代替法案の採決が見送ら
れたことは、同氏の政権運営能力に疑問符を投げかける結果となりました。 
 
 金融政策面では、3月に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)において、昨年12月以来
となる政策金利の引き上げが行われました。会合後に発表されたFOMCメンバーによる政策
金利見通しによれば、今後も緩やかに利上げが行われることが示唆されています。 
 
 
 
 
 欧州市場では、過激な物言いで知られたドナルド・トランプ氏が米国大統領選挙で勝利し
たことを受けて、今後行われるフランス大統領選挙でも、勢いを増す「ナショナリスト」的
な極右政党が勝利を収めるのではないかと懸念されています。しかしながら、今年3月に行わ
れたオランダ議会選挙では、大幅に議席数を拡大するのではないかと目されていた極右政党
の敗北を受けて、政局への懸念が和らぎ、結果として欧州市場の参加者に安心感を与えまし
た。 
 
 
 
 
 アジア市場では、一層の景気拡大を意図する米国のトランプ政権の政策実現による米国内
外への好影響への期待が株価上昇の支援材料となりました。また、アジア市場を見る上で重
要な要素は米国の金融政策の動向ですが、FRB(米連邦準備制度理事会)は景気動向に即した
舵取りの方針を維持しており、アジア市場に大きな影響は与えていないと見られます。 
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米国市場について 

欧州市場について 

アジア市場について 

※見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。 
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 



ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 

 前述のような環境下、当ファンドに関しても比較的良好な値動きとなっています。当ファ
ンドは、今後の消費を牽引していくことが見込まれるミレニアル世代（1980年～1999年生
まれ）に関連する市場の成長により恩恵を受けると考えられる企業に厳選投資を行っていま
す。 
 投資テーマとしては、ミレニアル世代の台頭による恩恵を受けて成長すると考えられる分
野である、 
 
 ①情報技術 
 ②スマート消費 
 ③ウエルネス（健康やレジャーなど） 
 
の3つの分野に焦点を当てています。運用手法は個別銘柄選択が収益の源泉となるボトムアッ
プ運用ですが、地域別・国別に分類すると、米国を中心に欧州、中国、日本などの銘柄に投
資を行っています。 
  
 業種別では、コンピュータやインターネットが日常的に利用される環境で育ったミレニア
ル世代による利用拡大の恩恵を受けると考えられる「ソフトウェア・サービス」および「テ
クノロジー・ハードウェアおよび機器」に属する銘柄が大きな割合を占めています。次いで
スマート消費(コストパフォーマンス)や、健康・レジャー指向の消費の恩恵を受けると考え
られる「小売」および「消費者サービス」に属する銘柄が多くなっています。 
 
 保有銘柄のリターンを振り返ると、モバイル端末の販売が堅調なアップル、先日米国の半
導体大手インテルが買収を発表した自動運転関連のモービルアイ、南米でEコマースを手掛け
るメルカドリブレ、高価格帯のダウンジャケットなどを手掛けるモンクレール、法人向けの
ソフトウエア会社であるオラクルといった銘柄の株価上昇が、当ファンドのパフォーマンス
に大きく寄与しました。 
 
 2017年3月末までの過去3ヶ月間の投資行動に関しては、CAD(Computer Aided Design)
ソフトやサービスを提供するオートデスク、グローバルにコンサルティングサービスを提供
するアクセンチュア、そしてブロードバンド向けの半導体製品などを製造販売するブロード
コムなどを新規で買付けしました。一方、ファスト・ファッションブランドであるヘネス＆
モーリッツ(H&M)、オンラインを通じてレストランの持ち帰り注文サービスを提供するジャ
スト・イート、そしてエレクトロニック・アーツや楽天などを全部売却しました。 
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当ファンドについて 

足もとの運用状況について② 

※見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。 
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 



ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 

今後の見通しについて 

 地域間の差異はあるものの、全体として世界経済は改善傾向が続いており、企業業績の改
善とともに、グローバル株式市場は緩やかな上昇トレンドを描くものと見られます。ただし、
短期的には、各国の金融政策動向、英国のEU離脱交渉を巡る動き、そして中国経済の先行
きに対する懸念などの要因が引き続き株式市場に下押し圧力を加えることも有り得るため、
留意が必要と考えます。 
 
 
 
 米国のトランプ大統領が打ち出す大型減税やインフラ投資が実現された暁には、それらの
政策は米国の経済成長率を押し上げ、ひいては米国の株式市場に好影響をもたらす可能性が
あります。一方で、諸外国との関係や移民問題などを巡って過激な発言や急進的な施策が講
じられた場合には、少なからず株式市場にも影響を与える可能性があり、注意を要します。
3月下旬に予定されていた医療制度改革法（通称：オバマケア）の廃止・代替法案の採決が
見送りとなりましたが、今回の事態を教訓に党内融和を進めることができるか否かが、トラ
ンプ氏が掲げる主要政策実行の鍵を握っていると考えます。 
 
 
 
 当ファンドにおいては、ミレニアル世代に関連する投資テーマに即した銘柄群の中から、
持続的な競争優位性を持ち、かつ割安と考えられる銘柄に引き続き厳選投資を行います。 
 
 投資テーマのうち、情報技術に関しては、モバイル端末は先進国を中心に普及が進んでい
ますが、引き続きデータ通信の拡大が大きな潮流になると見ています。 
 スマート消費に関しては、Amazonや楽天で知られるEコマースは消費者に価格の透明性
や利便性を提供しますが、依然として小売売上高全体に占める割合は大きくはないと見られ、
成長余地が残されていると考えます。 
 ウエルネスに関しては、ミレニアル世代の健康志向の高まりによってオーガニックフード
の需要は今後も安定的に伸びると見られることから、それに関連する企業の成長余地は大き
いと考えます。 
 
 最後に、当ファンドの保有銘柄について言及すると、最近のファンドパフォーマンスに貢
献しているアップルやオラクル、そして世界的なソフトウエア会社であるマイクロソフト、
ソーシャルメディアサービスを展開するフェイスブックなどの情報技術関連銘柄に注目して
います。 
 また、クリーンエネルギー分野で存在感を高めているEDPレノバベイスへの投資を行って
います。ミレニアル世代はクリーンエネルギーを選好する傾向が強く、再生可能エネルギー
市場はミレニアル世代の台頭を背景に中長期的に拡大する可能性が高いと見ています。その
ほか、テクノロジーを活用した顧客サービスに強みを持つ銀行持株会社であるイーグル・バ
ンコープ、ヘルシーフード市場の成長によって恩恵を享受すると考えられるケリー・グルー
プなどの銘柄をポートフォリオで保有しています。 

※見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。 
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
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米国市場について 

当ファンドについて 



ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 
 

当ファンドは、主として国内外の株式に投資します。組み入れた株式の値動きや、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 
 

１．主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行い、投資信託財産の成長
を目指して運用を行います。 

◆預託証書、上場投資信託証券に投資することがあります。 

◆株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 

◆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。 
 

２．ポートフォリオの構築にあたっては、ミレニアルズ投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争
優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価
格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行います。 

◆ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄に厳選投資します。 

※ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する個別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。 

※組入銘柄数は２５～５０銘柄程度とします。 

ミレニアルズとは？ 

１９８０年～９０年代に生まれた世代を指します。全世界レベルでは最大の世代層であることや収入の増加により、ミレニアルズ
は今後の世の中をけん引すると見込まれています。 

※ミレニアルズは米国で生まれた造語であり、当レポートで使用するミレニアルズの定義はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン

トの分類によるものです。 
 

３．株式などの運用指図に係る権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託します。 
 

当ファンドの資金動向、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できない場合があります｡ 

 

４．原則として、年１回(毎年４月１７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、基準価額水準や市況動向などを勘案して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。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[収益分配金に関する留意事項] 

◎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。 

◎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。 

◎投資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い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。 
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ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 
 

ファンドの主な投資リスク 
 

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した
場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 
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。なお、投資
信託は預貯金とは異なります。 

株価変動リスク 

株式(預託証書を含みます。)の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、
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。一般に、
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可能性がありま
す。 

銘柄選択リスク 
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 

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、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くな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。 
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。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低
下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券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。 

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。 

上場投資信託証券に 
投資するリスク 

上場投資信託証券の関係法人(運用会社などを含む)におけるファンド運営業務、設立国や取
引市場などでの規制当局の動向、法制度や税務制度などの変更が、間接的に当ファンドの運
営に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。 
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ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 
 

お申込みメモ 
 

商品分類 追加型投信／内外／株式 

購入単位 

（当初元本１口＝１円） 
購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 
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」の２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
みの取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。 

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（当ファンドの基準価額は１万口当たりで表示） 

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差し引いた価額 

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時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 
※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。 

換金制限 投資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 
申込不可日 

以下に定める日には、購入・換金のお申し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 

・ロンドン証券取引所の休業日     ・ロンドンの銀行の休業日 

・シンガポール取引所の休業日      ・シンガポールの銀行の休業日 

購入･換金申込受付 
の中止及び取消し 

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
のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申し込みを取り消す場合があります。 

信託期間 ２０２６年４月１７日まで（２０１６年４月１８日設定） 

繰上償還 受益権の総口数が３０億口を下回った場合などには、繰上償還することがあります。 

決算日 毎年４月１７日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 
年１回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。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。 
※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 

課税関係 

収益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所定の税率により課税されます。 
当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。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などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 

 

ファンドの費用 
 

お客さまが直接的に負担する費用 

購入時 購入時手数料 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、３.２４％（税抜３.０％）を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手
数料率を乗じて得た額となります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。 

換金時 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対し０.３％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

保有期間中 

運用管理費用 
(信託報酬) 

日々のファンドの純資産総額に年率１.８９％（税抜１.７５％）を乗じて得た額とします。 

その他の費用･ 
手数料 

監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、
その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。 
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなど
があるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 

◎手数料などの合計額については、購入金額や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。 
◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 
◎購入のお申し込みの際は、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。 

 

委託会社、その他の関係法人 
 

■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 
ファンドの運用の指図などを行います。 

■受 託 会 社： みずほ信託銀行株式会社   ファンドの財産の保管および管理などを行います。 
■販 売 会 社： 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分

配金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。 
■投資顧問会社： ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント･エル･ピー    

運用指図に関する権限の一部委託を受け、株式などの運用指図を行います｡ 
 
 

 
 

 
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（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。） 

インターネット  ホームページ  http://www.am-one.co.jp/ 
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ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

グローバル新世代関連株式ファンド（愛称：ミレニアルズ） 
 

販  売  会  社  一  覧 
   

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 

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 

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 

株式会社東邦銀行 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第７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） 
 

170410JSミレニアルズファンド通信 
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 投資信託ご購入の注意 
 
投資信託は、 
 
 １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及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及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ものです。 
 
●お申込に際しては、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、当ファンドは、主として国内外の株式に投資します。組み入れた株式の値動きや、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。 

 
●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。 
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