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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、p8、10、14をご確認ください。                                                                        

ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
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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、税引前の分配金を各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。 
※ 運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記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 
  ついて示唆、保証するものではありません。 

 平素は、「ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）/（成長型）」（以下、「各ファンド」といいます。）
をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。 
 2016年11月以降、米国の大統領選などの動向を受け、一時下落する場面もありましたが、当初予想を覆したトラ
ンプ氏の勝利以降、分配金再投資基準価額は持ち直し堅調に推移しています。 
 当レポートは、各ファンドが上昇した背景、エネルギーセクターなどの市場動向に対するAMPキャピタルの見解、今後の
運用方針などをまとめたものです。皆さまの今後の投資判断にご活用いただければ幸いです。 

各ファンドの基準価額の推移 
期間：2012年7月31日（設定日）～2017年2月８日（日次） 

【成長型】 

【毎月決算型】 
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※ 図表は過去の実績を示したものであり、将来の動向や各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。 
※  今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 
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 2016年11月に入り米国の大統領選などの動向を受けピュア・インフラ株式市場は下落して始まりましたが、中旬以
降は当初の予想を覆してトランプ氏が勝利したことで、同氏が掲げる法人税減税や規制緩和、インフラ投資などの政策
が注目され、その後は堅調な動きとなりました。12月に入り、OPEC（石油輸出国機構）の加盟国と非加盟国による
協調減産の合意がされたことで、原油価格が上昇したことも、ピュア・インフラ株式市場にプラスに寄与しました。1月のト
ランプ新大統領就任後は、様々な声明や大統領令が発表されていますが、政策や世界の貿易システムに対する不透
明感が強いにも関わらず米国株式市場は引き続き堅調に推移したため、ピュア・インフラ株式は底堅い推移となりまし
た。 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
 

 トランプ新大統領は就任演説でインフラ投資について言及しました（「我々は、新しい道路、高速道路、橋、空港、ト
ンネル、そして鉄道を建設します」）。この政策の実現により恩恵を受けるのは、土木・建設や建機、工業用原材料の
企業など、グリーンフィールド（インフラの設計・計画・開発など、主に開発期資産）に携わる企業となる可能性が高いと
考えられます。他方、ピュア・インフラ株式では、ブラウンフィールド（インフラ資産の所有・運営など、主に成熟期資産）
側のインフラ、つまり実際にインフラ資産を所有・運営し、その使用料を主な収益源とする企業に着目しているため、恩
恵は短期的には限定的となると予想しています。ただ、米国のインフラネットワークを現代化させるためにはより大規模の
投資と民間セクターの関与が必要であり、インフラ資産を所有・運営する企業が関わる機会は多くあると考えられます。  
  
 さらに、トランプ大統領は、国内の化石燃料生産拡大を支持しており、化石燃料の生産やインフラに関する規制を
緩和することに賛同しています。これまで、米国内のエネルギーセクターの障害となっていたのは、新規のパイプライン建
設に対する規制の強化や政治環境でした。トランプ新政権となり、同セクターには追い風が吹くと考えられ、エネルギー
インフラプロジェクトが進展することが期待されています。既に、1月24日にトランプ大統領は「キーストーンXL・パイプラ
イン」と「ダコタ・アクセス・パイプライン」を推進する大統領令に署名しました。このようなパイプラインプロジェクトの復活に
象徴される米政権の政策転換は、エネルギーセクターにおける重要な起爆剤で、さらなる投資の大きな原動力となる
と考えられ、各プロジェクトの承認や建設がスピードアップすることが期待されます。 

トランプ新政権のインフラ投資とピュア・インフラ株式への恩恵 

 
 
 
 
ピュア・インフラ株式：足元のパフォーマンス（2016年10月末から2017年１月末） 

（年／月） 

期間：2016年10月末～2017年1月末（日次） 
ピュアインフラ株式：Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

ピュア・インフラ株式のパフォーマンスの推移 

 米国において大規模のインフラ計画が必要であることは、より広く認識されています。インフラ
投資の増加や規制緩和は、上場インフラ企業にとって非常に大きな追い風となると考えられま
す。AMPキャピタルは、インフラ計画に関する規模、時期、資金調達方法の詳細発表など、引
き続き新政権の動向をつぶさにモニタリングしていきます。 

（円換算ベース） 

（米ドルベース） 
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原油価格、石油ガス・貯蔵・配送セクター、一般的なエネルギー株の推移 

出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

（年／月） 

期間：2013年12月末～2017年1月末（月次） 
石油ガス・貯蔵・配送セクター：Dow Jones Brookfield Oil & Gas Storage & Transportation Infrastructure Index 
一般的なエネルギー株：MSCI World Energy Index、原油：WTI 原油先物 

（原油：1バレル＝米ドル） 

原油価格下落局面入り 
（2014年6月） 

※石油ガス・貯蔵・配送セクター、一般的なエネルギー株は2013年末を  
  100として指数化、原油は実数値 

 ピュア・インフラ企業のビジネスモデルは、日常生活に必要不可欠な実物インフラ資産を所有・運営し、その利用料を
収益とする「川中ビジネス」が中心です。「川上ビジネス」「川下ビジネス」は一般的に商品価格や需要動向に左右され
やすい一方で、巨額のインフラ投資が必要であることなど参入障壁の高い「川中ビジネス」は市況動向などの影響を受
けにくく、相対的に安定しているといえます。 
 原油価格は市場の想定以上に下落し、一時50米ドルを大きく割り込んでいましたが、昨年11月にトランプ氏が大統
領選挙で勝利してからは50米ドルを上回る水準まで回復しています。これを受けて、原油価格の下落による業績悪化
懸念が和らいだことやトランプ新政権によるインフラ政策などへの期待感から、石油ガス・貯蔵・配送（川中事業）セク
ターは上昇基調となっています。 

※ 図表は過去の実績を示したものであり、将来の動向や各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。 
※  今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 
 
 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
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米大統領選、トランプ氏勝利 
（2016年11月） 

原油価格回復による川中事業への影響 
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世界の原油需給の推移 

予測 

（百万バレル／日） （百万バレル／日） 

期間：2012年第1四半期～2018年第4四半期    ※原油以外の液体燃料も一部含んでいます。  
出所：EIA（米国エネルギー情報局）「Short-term Energy Outlook, January 2017」を基にアセットマネジメントOne作成 

（1バレル＝米ドル） 

期間：2012年1月6日～2017年1月27日 （週次） 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

原油：WTI原油先物 

（年／月） 

原油価格と米国リグ稼動数の推移 

※ 図表は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や各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。 
※  今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 
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（基） 

53.2 
(2017年1月27日） 

712 
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※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
 

 2016年12月における産油国の協調減産の合意は、非OPEC産油国が参加したことで不透明感の減少につながり
ました。今回の減産は短期の戦略的なものであり、過剰在庫を減らすことが主眼となっています。目先のインパクトとし
ては原油価格上昇に働きましたが、サウジアラビアとしても原油価格の急上昇を望んでいるとは考えにくいと言えそうです。
AMPキャピタルでは今回の合意は、原油価格の下支えとなり、今後の安定推移が見込まれると考えています。 
 
 原油・ガスの開発・生産を行うシェール関連企業（川上事業）にとって原油価格の上昇は、損益分岐水準の改善
につながります。原油価格が安定的に推移にすることにより、北米パイプライン企業のシェールオイル・ガスの生産量増加
が見込まれ、川上企業のカウンター・パーティー・リスクが低下することが期待されます。今後は、どの程度のスピードで増
産が行われるかが鍵になってくると思われます。AMPキャピタルでは、総じて北米エネルギーセクターにとってはプラスにな
ると考えています。 
 

原油市場の見通し 
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現在注目しているセクター 

＜通信セクター＞ 
AMPキャピタルでは通信セクター、特に欧州で通信鉄塔を運営する企業に注目しています。モバイルデータ通信料の増
加が当セクターにとって追い風になるとの見方を維持しています。また、欧州通信セクターにおける統合の流れがＭ＆Ａ
を活発化させることからもポジティブに見ています。欧州における政治リスクや経済動向によって一時的にボラティリティが
高まり、市場がファンダメンタルズからかい離した動きとなる場面は投資の好機となると考えています。 
  
＜石油・ガス貯蔵・配送セクター＞ 
北米の石油・ガス貯蔵・配送セクターへの配分を高めに維持しています。原油価格の回復や米国・カナダにおける政治
情勢が同セクターにとって有利な展開となってきています。また、人口増加や生活水準の改善がGDP成長につながり、エ
ネルギー需要が長期的に高まっていくことが予想されます。特に液化天然ガス（LNG）は化石燃料の中でも相対的に
環境にやさしいこともあり、成長が見込まれます。生産面も掘削技術の進歩などに伴い、より低コストでの生産が可能と
なり、長期的な成長機会があると考えています。これらを背景にAMPキャピタルは過去数ヵ月間において当該セクターへ
の確信度をさらに高めています。 

※ 図表は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や各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。 
※  今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 
 
 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
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世界のエネルギー消費量の推移 
（原油換算億トン） 

（年） 

期間：2000年～2035年（5年毎）ただし、2020年以降は予測値 
出所：BP Outlookのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

今後の見通し 

  

  足元では、債券利回りの上昇がみられていますが、投資家の利回りを求める動きは今後も継続すると見ており、ディ
フェンシブ性と成長性を併せ持つインフラ株式への投資需要は引き続き高いと考えています。AMPキャピタルでは、市場
のボラティリティが高まり、ファンダメンタルズからかい離して株価が下落する局面は好機と捉え、投資を行っていく方針で
す。さらに、特に質が高いインフラ企業が創出する安定的なキャッシュフローに引き続き着目しています。  
 持続可能な利回りの高い実物資産の長期的な成長見通しは、依然として力強いものとなっています。長期的成長へ
の構造的な追い風、持続可能で安定したキャッシュフロー、そして相対的に高い配当利回りというピュア・インフラ企業の
魅力が、今後も市場をサポートとしていくとAMPキャピタルでは見ています。 
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世界のモバイルデータ通信量の予測 

期間：2016年～2020年（年次） 
出所：「Cisco VNI Mobile, 2016」のデータを 
基にアセットマネジメントOne作成 

 現在、５Ｇが開発中で、米国や欧州では既にテストが開始されています。５Ｇでは更にデータ通信速度が速くなり
（1Ｇビット/秒程度）、カバーエリアの拡大や待ち時間の短縮が見込まれています。５Ｇは2020年に導入される予
定ですが、IoT（モノのインターネット）や世界中で開発中の、まだ世の中に出てもいない新たなテクノロジーの進化に貢
献すると考えられます。  
 これらのテクノロジーの進化により、過去１０年間でモバイルデータ通信量は約4,000倍の増加となりました。シスコ社
によると、2020年にかけても引き続きモバイルデータ通信量は飛躍的に増加を続けると予測されています。 

 
(エクサバイト/月） 

※ 図表は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や各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。 
※  今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 
 
 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
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（年） 

 １Gの登場以降、携帯電話運営会社各社は通信鉄塔ネットワークを通じてデータ通信を行ってきました。これらのネッ
トワークは安価で効率的、安定していることに加え、セキュリティにも配慮されています。携帯電話運営会社各社は都市
部の一部の通信鉄塔については引き続き戦略的に所有すると見込まれますが、その他の鉄塔については、通信鉄塔専
業の企業への売却促進もしくは鉄塔企業の上場を行っていくとAMPキャピタルでは見込んでいます。 
 モバイルテクノロジーの継続的な進化により、携帯電話運営会社各社はモバイルデータ通信の需要拡大に対応すべ
く、通信インフラへの投資が不可欠となってきています。５Gの時代が到来するにあたり、上記の理由などから、既存の通
信鉄塔ネットワークが使用されることとなるでしょう。 
  
  
 その中では、WiFiのような新しいイノベーションも産まれてきます。AMPキャピタルの調査では、これらのテクノロジーは現
行のモバイルネットワークを補完するものであり、代替するものではないと見ています。WiFiのようなテクノロジーは、近距
離かつ通信機器が静止している場合にうまく機能するものです。一方、機器が動いている場合や多くの人々が同じWiFi
ネットワークに接続しようとした場合は、新世代のモバイルテクノロジーに比べ、ダウンロードのスピードが鈍化することでしょ
う。データセキュリティもWiFiのようなテクノロジーにとっては懸念があります。  
 新規のテクノロジーはモバイルネットワークにとって補完関係となる一方で、有効性が実証されている上に、信頼感があ
り、安価な既存モバイルネットワークに取って替わるものとはならないと考えています。実際、携帯電話運営会社自身も
同様の考え方を持っているように見受けられます。彼らは多くの研究開発費を通信鉄塔ネットワークによって支えられるテ
クノロジーの開発に費やしています。 

（ご参考）WiFiの普及は通信鉄塔にとってマイナス？ 

 1991年にフィンランドにて当時初めてのデジタル通信として２Ｇ（第2世代）という通信方式が採用され、1980年
代から導入されていたアナログ通信（１Ｇ）に取って替わりました。２Ｇでは、携帯電話間で音声やテキスト、写真な
どが初めてデジタルデータで送信されました。これらのデータは携帯電話運営会社が各地に建てた通信鉄塔ネットワーク
を通じて送られてきました。  
 その後、３Ｇの時代が到来し、インターネットやビデオ電話、テレビなどへのアクセスが可能となりました。４Ｇになると、
携帯電話でインターネットのブロードバンド接続が可能となりました。このデータ通信テクノロジーの進化の過程で、クラウド
コンピューティング、携帯テレビ、そして「ポケモンＧＯ」などの携帯ゲームなどの新たな産業が産まれてきました。 
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ファンドの特色 

 
1. 主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力など

に着目します。  
     ◆各ファンドにおける「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、 
        運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。 
     ◆ 「株式など」とは上場株式、預託証券、ＭＬＰなどの株式に類似する権利、上場投資信託証券を指します。 
     ◆株式などには、「世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」という場合があります。）を 
        通じて投資します。 
         ※マザーファンドと同様の運用方針に基づき、株式などに直接投資する場合があります。 

     ◆各ファンドおよびマザーファンドにおいて、原則として為替ヘッジは行いません。 
 
各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、上記のような運用を行わ
ないことがあります。 
 
 
2.  マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。 
 
 
3.  分配方針の異なる〈毎月決算型〉／〈成長型〉から選択できます。 
     ◆ 〈毎月決算型〉は、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、利子・配当等収益相当額を 
         基礎として分配を行います。また、毎年1月および7月の決算時の分配金額は、基準価額水準などを勘案し、上記 
         分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。 
     ◆ 〈成長型〉は、毎年1月15日および7月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、基準価額 
          水準や市況動向などを勘案して分配を行います。 
     ＊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。 
         したがって、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。  
     ※  販売会社によってはどちらか一方のみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
     ※  〈毎月決算型〉／〈成長型〉の各ファンド間においてスイッチングができる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。 
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ファンドの主なリスク  

 
 

各ファンドは、値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に
実質的に投資した場合、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、各ファンドの基準価額が下落す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、各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。 

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、各ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。 

特定の業種･ 
有価証券の種類 
への投資リスク 

各ファンドで実質的に投資する株式などの銘柄は、限定されたインフラ関連の業種が中心となりま
す。したがって、幅広い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。また、株式などの中には、上場普通株に加えて、預託証券、株式に類似する権利、上
場投資信託証券が含まれます。普通株に類似した性格を持つ証券ではあるものの、それぞれの市場に
おいて普通株とは異なる取引上や税制上の取り扱いを受ける場合があり、結果的に基準価額に影響を
及ぼす可能性があります。 

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、各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、各フ
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、各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(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご
確認ください。 
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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（各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。 

スイッチング 

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、いつでもお申し込みできます。 
・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ   
・（毎月決算型）／（成長型）の各ファンド間においてスイッチングができます。 
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 

購入･換金 
申込不可日 

以下に定める日には、購入・換金・スイッチングのお申し込みの受付を行いません。 
・オーストラリア証券取引所の休業日  ・シドニーの銀行休業日 
・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 

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・
スイッチング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・スイッチングのお申し込みを取り消す場合があり
ます。 

信託期間 ２０２２年７月１５日まで（２０１２年７月３１日設定） 
繰上償還 各ファンドの受益権の総口数が１０億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。 

決算日 
（毎月決算型）：毎月１５日（休業日の場合は翌営業日） 
（成長型）：毎年１月、７月の各月１５日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 

（毎月決算型）：年１２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。 
（成長型）：年２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・スイッチング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。各ファンドは、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。 

スイッチング時 
スイッチング 
手数料 

購入時手数料の上限率の範囲内で、販売会社がそれぞれ独自に定めるスイッチング手数料率をスイッチング価額に乗じ
て得た額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
※スイッチングの際には、別途換金時と同様の費用、税金がかかります。 

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１.８１４４％（税抜１.６８％）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。 

 

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。 
  
マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。 

 
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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販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

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 

いよぎん証券株式会社 
金融商品取引業者 
四国財務局長(金商)第２１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 

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 

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 

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 

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 

常陽証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１７７１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 

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 

第四証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１２８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 

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 

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 

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 

ひろぎんウツミ屋証券株式会社 
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 

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 

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 

ＵＢＳ証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第２６３３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 

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 

株式会社阿波銀行 
(成長型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会 

 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせください。 
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販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

株式会社池田泉州銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 

株式会社鹿児島銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
九州財務局長(登金)第２号 

日本証券業協会 

岐阜信用金庫 
(成長型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３５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 

株式会社高知銀行 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

株式会社佐賀共栄銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 

株式会社静岡銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

(インターネットのみのお取扱いとなります) 

登録金融機関 
東海財務局長(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 

株式会社清水銀行 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６号 

日本証券業協会 

株式会社仙台銀行 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１６号 

日本証券業協会 

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 

株式会社大正銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１９号 

日本証券業協会 

株式会社栃木銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５７号 

日本証券業協会 

株式会社鳥取銀行 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第３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 

株式会社富山銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会 
 

株式会社東日本銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会 

株式会社福岡中央銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第１４号 

日本証券業協会 

株式会社福島銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１８号 

日本証券業協会 

株式会社福邦銀行 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

青木信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９９号 

 

朝日信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２１７号 

 

尼崎信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第３９号 

日本証券業協会 

遠州信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２８号 

 

大垣西濃信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２９号 

 

大阪信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第４５号 

 

大牟田柳川信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第２０号 

 

観音寺信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１７号 

 

 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせください。 
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販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

北伊勢上野信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３４号 

 

きのくに信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５１号 

 

桐生信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３４号 

 

京都信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会 

桑名信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３７号 

 

湖東信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５７号 

 

三条信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２４４号 

 

しののめ信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３２号 

 

新庄信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第３７号 

 

大地みらい信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北海道財務局長(登金)第２６号 

 

但馬信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６７号 

 

栃木信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２２４号 

 

豊川信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５４号 

 

長野信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６９号 

 

奈良信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７２号 

 

のと共栄信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第３０号 

 

浜松信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６１号 

 

播州信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７６号 

日本証券業協会 

姫路信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

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 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９６号 

 

福井信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第３２号 

 

宮城第一信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第５２号 

 

大和信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８８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） 
 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせください。 

(上記の一覧は2017年1月31日時点の情報です。） 
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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。 
 各ファンドは、主として世界各国の株式などにマザーファンドを通じて投資します。なお、各ファンドから直

接投資する場合もあります。実質的に組み入れた株式などの値動き、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。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。各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。 

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。 
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