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決算・分配金のお知らせ 
●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。このため、購
入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 

●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。 

2017.1 
ファンド通信 

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。○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。 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

※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。 
※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。 
※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。 

Q1  当期の分配金額について教えてください 

2012年8月の決算より毎月75円の分配を行ってまいりましたが、当期（2017年1月）
の決算では50円に引き下げることとなりました。 
 

（ご参考）設定来の分配金の推移 

決算期 第1期 
2005年1月5日 

第2期 
2005年2月7日 

第3期～第4期 
2005年3月7日～2005年4月5日 

第5期 
2005年5月6日 

第6期～第7期 
2005年6月6日～2005年7月5日 

分配金 36円 31円 34円 33円 35円 

決算期 第8期~第67期 
2005年8月5日~2010年7月5日 

第68期~第91期 
2010年8月5日~2012年7月5日 

第92期~第144期 
2012年8月6日~2016年12月5日 

分配金 60円 90円 75円 

当期の分配金と基準価額 

決算期 分配金（税引き前） 基準価額（分配落ち後） 

145期 2017年1月5日 50円 3,469円 

※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。 
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Q2 分配金額を引き下げた理由を聞かせてください 

分配金額は市況動向や基準価額の水準などを総合的に勘案し運用会社が決定します。 
今回の分配金引き下げは、以下2点の実現を目指し行うものです。 

安定した収益分配 信託財産の成長  

分配金を引き下げることで、前回分配
金との差額が純資産の中に留保される
ことになります。 
翌期に繰り越される分配対象額が増え
ることから、安定した収益分配を目指す
ための基礎となります。 
 
⇒ 詳しくは3~5ページ 
 

分配金を引き下げることで、前回分配
金との差額が純資産の中に留保される
ことになります。 
信託財産の成長を目指して運用する額が、
分配金の引き下げ分だけ多く残ることになり
ます。 
 
⇒ 詳しくは6~17ページ 
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安定した収益分配を目指すことについて 
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分配金 
 
 
 
 
 

投資信託の純資産 

前回分配金と引き下げ後の分配金差額相当分がファンドに留保されることは、信託財産の成
長と安定した収益の分配に資するものと考えます。 

上記は分配金を支払う仕組みについてご理解いただくためのイメージ図であり、すべてを表しているものではありません。 

分配金の引き下げはどのような効果をもたらしますか Q3 

分配金引き下げ前の支払いのイメージ 

引き下げた分配金の差額
相当分はファンドに留保 

 
 
 
 
 

投資信託の純資産 

分配金 

75円 50円 
差額相当分 

25円 

分配金引き下げ後の支払いのイメージ 

※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。 
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項目 
第140期 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 

2016年7月6日～
2016年8月5日 

2016年8月6日～
2016年9月5日 

2016年9月6日～
2016年10月5日 

2016年10月6日～
2016年11月7日 

2016年11月8日～
2016年12月5日 

2016年12月6日～
2017年1月5日 

(a)費用控除後の配当等収益 3.62 5.69 15.60 0.00 6.05 18.26 

(b)費用控除後等の有価証券売買等損益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(c)収益調整金 3,249.51 3,220.70 3,187.63 3,143.46 3,093.75 3,104.27 

(d)分配準備積立金 661.71 619.28 583.35 568.21 543.04 463.84 

(e)当期分配対象収益（a+b+c+d） 3,914.84 3,845.67 3,786.58 3,711.67 3,642.84 3,586.37 

(f)分配金 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 

(g)翌期繰越分配対象額（e-f） 3,839.84 3,770.67 3,711.58 3,636.67 3,567.84 3,536.37 

※上記は1万口当たりの金額を表示しています。 
※分配金は税引前分配金を表示しています。翌期繰越分配対象額は経費（信託報酬等）を控除した金額です。 

上記は過去の実績であり、今後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。また分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 

当期分配金落ち後
の分配可能原資 

分配可能原資はどの程度あるのですか Q4 

分配金と分配可能原資 

※当該繰越分配対象額はファンド純資産と別枠で確保されているものでありません。また、当該繰越分配対象額はあくまで当期末における分配可能原資の状況を知るための参考にすぎ
ません。翌期の決算日において、前期末における「翌期繰越分配対象額」がそのまま分配可能原資の一部となるものとは限りません。 

※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。 

分配可能原資の状況は運用報告書（全体版）でご確認いただけます。 
運用報告書（全体版）は、アセットマネジメントOneのHP（http://www.am-one.co.jp/）からダウンロードできます。また運
用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。 

単位：円 

当期末の分配可能原資の状況を見るには翌期繰越分配対象額の水準が参考になりますが、当
期決算における当該対象額は3,536円で、収益分配を行うのに十分な金額を有しています。
分配原資の状況は運用報告書（全体版）でご確認いただけます。 
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信託財産の成長を目指すことについて 
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分配金再投資基準価額の騰落率 

1ヵ月 8.7% 

3ヵ月 14.2% 

6ヵ月 9.5% 

1年 6.0% 

3年 51.3% 

5年 136.7% 

設定来 116.6% 
0 
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（億円） （円） 

分配金再投資基準価額（左軸） 

純資産総額（右軸） 

設定来のパフォーマンスを教えてください 

設定来の分配金再投資基準価額の騰落率は117％となっています。過去のパフォーマン
スをみると、当ファンドは中長期的には良好であったと考えられます。 

※設定日前日を10,000円としています。 
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。 
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当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。 

Q5 

当ファンドの分配金再投資基準価額と純資産総額の推移 

期間：2004年9月30日（設定日）～2017年1月5日（日次） 

上記は過去の実績を示したものであり、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。 

21,657 

15,647 

2017年1月5日現在 
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キャピタル インカム

134 2016/2/5 ▲ 87 7 ▲ 80 ▲ 77 ▲ 6 ▲ 75 ▲ 238 3,942

135 2016/3/7 82 17 99 ▲ 96 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 77 3,865

136 2016/4/5 188 18 206 ▲ 95 ▲ 5 ▲ 75 31 3,896

137 2016/5/6 31 6 36 ▲ 121 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 165 3,731

138 2016/6/6 ▲ 2 7 6 ▲ 31 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 106 3,625

139 2016/7/5 172 18 190 ▲ 140 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 30 3,595

140 2016/8/5 76 4 81 ▲ 42 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 41 3,554

141 2016/9/5 ▲ 43 6 ▲ 37 91 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 26 3,528

142 2016/10/5 ▲ 195 20 ▲ 175 ▲ 42 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 297 3,231

143 2016/11/7 ▲ 183 5 ▲ 179 35 ▲ 5 ▲ 75 ▲ 223 3,008

144 2016/12/5 19 6 25 282 ▲ 4 ▲ 75 228 3,236

145 2017/1/5 190 19 209 79 ▲ 5 ▲ 50 233 3,469

247 134 381 ▲ 157 ▲ 61 ▲ 875 ▲ 711 ー年間合計

基準価額
騰落額

基準価額決算期 決算日
②

為替要因
③

信託報酬等
④

分配金
①REIT要因

小計

過去1年の運用状況について教えてください 

REIT要因 
プラス 

為替要因 
マイナス 

分配金の払い出しは基準価額
のマイナス要因となります。 

期間：2016年2月５日決算～2017年1月5日決算（月次） 
※キャピタルとは、US-REITの価格の上げ下げ（評価損益で、実際の売買は行わなくても、日々時価で評価しています）と、売買損益の合計です。インカムとは、US-

REITの配当等収益（主に保有する不動産物件からの賃貸収入）から得られる収益です。※収益要因の計算は「簡便法」により行っておりますので、実際の数値とは異
なるケースがあります。あくまで傾向を知るための目安としてお考えください。信託報酬等には、信託報酬に加えて監査報酬、保管費用、その他税金などが含まれます。 

           上記は過去の実績を示したものであり、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。 

Q6 

総計 
マイナス 

単位：円 

年間合計でみると為替要因がマイナスとなりましたが、REIT要因＊が大きくプラスとなった結果、
両者合計はプラスとなりました。一方、分配金の支払いが最も大きいマイナス要因となっています。 
＊キャピタルとインカムの合計 
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（円） 

分配金再投資基準価額 基準価額 
分配金込基準価額 

分配金受け取りと分配金再投資ではどのように違うのですか 

設定時からのパフォーマンスを試算した場合、分配金を受け取るよりも分配金を再投
資した方が優位な結果となっています。資産の成長を重視する場合、分配金再投資＊

のほうが効率的と考えられます。 

期間：2004年9月30日（設定日）～2017年1月5日（日次） 
※トータルリターンについては、21ページをご参照ください。ただし、上記のトータルリターンの計算における受取分配金合計は税引前分配金額を使用しており、21ページの計算方法とは異なります。 
※上記は、2004年9月30日の設定日前日に10,000円を投資し、「分配金再投資」と「分配金受取」の場合のトータルリターンのシミュレーションです。税金などは考慮しておりません。 
※基準価額、分配金は1万口当たり。基準価額は信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金等は考慮していません。 
※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を当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。 
※分配金込基準価額は、基準価額に税引前分配金を単純に合算して計算したものです。 
    上記は過去の実績、または過去の実績に基づくシミュレーションであり、将来の基準価額の動向や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。 

Q7 

当ファンドのトータルリターンのシミュレーション 

分配金受取 
（税引前） 

分配金 
再投資 

① 基準価額 
（設定日前日） 10,000円 10,000円 

② 
受取分配金 
（税引前） 

合計 
10,023円  0円  

③ 基準価額 
（2017/1/5） 3,469円  21,657円  

④ トータルリターン 
（③＋②－①） 

3,492円  
（34.9％） 

11,657円 
（116.6％）  

＊実際に設定時から投資した場合には税引後分配金が再投資されるため、個別元本の水準にもよりますが、一般的にリターン水準は下記のものより低くなります。 

3,469 

21,657 

13,492 
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日本株式 8.6% 41.8% 8.1% ▲10.0% ▲41.1% 21.1% ▲1.3% ▲15.6% 25.6% 59.3% 9.0% 11.0% 2.4% 120.8%
米国株式 10.9% 4.9% 15.8% 5.5% ▲37.0% 26.5% 15.1% 2.1% 16.0% 32.4% 13.7% 1.4% 12.0% 163.6%

先進国株式 11.3% 15.8% 15.6% 4.7% ▲38.7% 25.7% 10.0% ▲5.5% 15.7% 28.9% 9.8% 2.1% 9.0% 127.6%
新興国株式 16.1% 35.3% 28.4% 33.2% ▲45.9% 62.3% 14.1% ▲12.7% 17.0% 3.4% 5.2% ▲5.8% 9.7% 208.8%
米国REIT 31.6% 12.2% 35.1% ▲15.7% ▲37.7% 28.0% 27.9% 8.3% 19.7% 2.9% 28.0% 2.8% 8.6% 226.7%

2016年 通期2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
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2003年12月 2005年12月 2007年12月 2009年12月 2011年12月 2013年12月 2015年12月 

日本株式 米国株式 先進国株式 新興国株式 米国REIT 

他資産と比べて米国REITは魅力的な投資先ですか        

米国REITと他の主要資産の過去の動きを比較すると、米国REITは良好なパフォーマンス
を示しており、中長期の投資期間において魅力的な投資先と考えられます。 

資産別指数の推移 

資産別指数の年間騰落率の推移 

※日本株式：日経平均株価、米国株式：S&P500種指数、先進国株式：MSCIワールド・インデックス、新興国株式：MSCIエマージング・マーケットインデックス、 
 米国REIT：FTSE NAREIT All Equity REITsインデックス、すべての指数は配当込み。 
期間：2003年12月末～2016年12月末（月次）  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 

Q8 

※2003年12月31日を100として指数化。当該日が休日の場合は前営業日の値を使用しています。 

上記は過去の実績を示したものであり、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。 

220.8 

308.8 
326.7 

227.6 

263.6 
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ゼウスの信託財産の成長要因を教えてください 

ゼウスの信託財産は、米国REIT市場や為替動向の影響を受けます。米国REITや為替の動向は、
米国経済や世界経済、各国の金利水準などの影響を受け変化しますので、それら要因をしっか
りと押さえることが重要です。 

ゼウスの信託財産に関連する要因 

 上記はイメージ図であり、すべてを説明しているものではありません。 

ゼウスで注視する主なポイント 

 REIT要因 

 為替要因 

 REIT要因 
   
・REIT価格の上昇 
・配当金 
 ゼウスの 

 
パフォーマンス 

 為替要因 

   
・REIT価格の下落 
 

   
・米ドル安／円高 
 

   
・米ドル高／円安 
 

Q9 

① 経済状況（米国経済・世界経済） 

② 米国REITの業績 

③ 米国REIT価格の評価（割高 or 割安） 

④ 金利動向 

⑤ 為替動向 
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非農業部門雇用者数（前月比）（右軸） 
失業率（左軸） 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

 世界 3.4 3.2 3.1 3.4 3.6

 先進国 1.9 2.1 1.6 1.8 1.8

米国 2.4 2.6 1.6 2.2 2.1

日本 -0.0 0.5 0.5 0.6 0.5

   ユーロ圏 1.1 2.0 1.7 1.5 1.6

 新興国 4.6 4.0 4.2 4.6 4.8

上記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。 

各国・地域の経済成長率（実質GDP成長率） 米国の雇用者数と失業率の推移 

米国経済は今後も拡大すると予測されており、労働市場の状況からも米国経済は堅調と考えら
れます。 

米国経済の見通しは Q10  

期間：2014年～2018年（2016年以降は予測値） 
出所：IMF（国際通貨基金）のデータを基にアセットマネジメントOne作成 

（前年比：％） 

期間：2000年1月～2016年11月（月次） 
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 

4.6％ 

17.8万人 
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（年-四半期） 

住居 産業施設 
商業・小売 オフィス 

米国REITのファンダメンタルズは 

米国経済が比較的堅調であることから、米国REITが保有する商業用不動産＊1の稼働率が高水準
で推移、賃料上昇も見込まれていることから、今後も米国REITの業績拡大が期待されます。 
(FFO*2成長率：2015年6.6％、2016年予測：5.5-6.5％、2017年予測：7.0-8.5%、出所：インベスコ) 
＊1：商業用不動産とは、収益を得ることを目的に保有・運営される不動産のことです。 
＊2：FFOとは不動産売却などの影響を除いた賃貸事業からどれだけのキャッシュフローが生み出されているかを測る指標です。 

上記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。 

Q1 1  

セクター別稼働率 

期間：2000年第1四半期～2016年第3四半期（四半期ベース） 
出所：NCREIF(全米不動産投資受託者協議会)のデータを基にアセットマネジメントOne作成 

※過去平均は2004年から2015年までの平均値です。 
出所：インベスコの提供データを基にアセットマネジメントOne作成 

セクター別賃貸料上昇率の推移 
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過去平均 2016-2018年予測（年率） 
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95.9％ 

88.4％ 
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米国REIT価格の水準はいかがでしょうか 

上記は過去の実績を示したものであり、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。 

2017年1月の米国REITの価格は、REITが保有する不動産物件価値とREIT時価総額との対比
で見ても過去平均を下回り、割安水準にあると考えられます。また、米国債利回りと米国REIT
配当利回りの格差は過去平均を上回っており、依然として魅力的な水準にあると考えられます。 

※NAV(Net Asset Value：正味資産価値)とは、保有する不動産の時価から負債などを引いたもので、不動
産市場から見た価値の面で評価するための指標です。NAVとREIT価格を比較したものをNAV倍率といい、
REIT価格の方が高ければプレミアム、REIT価格の方が安ければディスカウントの状態にあるといえます。 

期間：1990年2月～2017年1月（月次） 
出所： グリーン・ストリート・アドバイザーズのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

米国REITと米国国債との利回り格差 米国REIT価格のNAV倍率※の推移 

※米国REIT指数：FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス  
期間： 2006年12月末～2016年12月末（月次） 
出所： NAREIT（全米不動産投資信託協会）、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      

Q12  

期間平均 
2.6％ 

↓ 

割高 

割安 

（％） 

-5.3％ 

（％） 

2.44％ 
1.52％ 

3.96％ 

利回り格差 
期間平均 
1.32％ 
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① ② ③ 

米国の利上げはどのように影響しますか 

金利上昇局面では一時的に米国REITがコスト増などの影響を受ける場合もありますが、持続
的な経済成長にともない資産価格上昇や賃料引き上げなども期待できます。1990年以降では、
米金利上昇局面における米国REITの価格動向はおおむね良好な結果となっています。 

※米国REIT指数：FTSE NAREIT All Equity REITsインデックス、米国株式：S&P500種指数（配当込み） 
※騰落率は、利上げ開始前日の終値と利上げ終了日の終値にて算出。④については利上げ回数・利上げ幅・騰落率ともに2016年12月末までで算出。 
期間：1990年1月末～2016年12月末（月次）   
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 

米国の政策金利、10年国債利回りと米国REITの推移 

Q13  

利上げ開始 利上げ終了 期間 利上げ回数 利上げ幅 米国株式の騰落率 米国REITの騰落率 

① 1994年2月4日 1995年2月1日 1年 7回 3.00％ 0.67％ ▲1.94％ 

② 1999年6月30日 2000年5月16日 10ヵ月 6回 1.75％ 9.65％ 3.13％ 

③ 2004年6月30日 2006年6月29日 2年 17回 4.25％ 16.22％ 58.48％ 

④ 2015年12月16日 ー ー 2回 0.5％ 12.08％ 11.24％ 

上記は過去の実績を示したものであり、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。 

④ 

2.44％ 
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為替市場の動向はいかがでしょうか 

上記は過去の実績を示したものであり、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。 

Q14  

各国・地域の金融政策のイメージ 

ECB：欧州中央銀行   BOE：イングランド銀行   FRB：米連邦準備制度理事会 
 
2016年12月末時点 
上記は各国の金融政策の違いのイメージを示したものであり、将来の動向を示唆あるいは投資成果
を保証するものではありません。 

       

ECB 
量的緩和の延長、 
マイナス金利 

日銀 
長短金利操作付き 
量的・質的金融緩和、 
マイナス金利 

BOE 
政策金利引き下げ 
量的緩和拡大 

金融・量的緩和 金融政策の正常化 

FRB 
利上げ開始 
金融政策の正常化へ 

期間：2006年12月末～2016年12月末（月次） 
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 

堅調な米国経済や、日米金利差の拡大等を背景に、当面は米ドル高・円安の傾向が見込まれ
ています。 

日米の10年国債利回りの推移 
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117円 
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0.05％ 
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主要政策 米国経済と米国REITに与える影響 

1 
法人税の減税 
キャッシュフローが増加し、設備投資が
活発化する可能性 

・経済全般にプラスの影響を与える可能性 
・企業収益や雇用の拡大を通じてオフィス需要の拡大につながる可能性 

2 所得減税 
個人所得の増加が消費を促す可能性 

・小売業界にプラスの影響を与える可能性 
・個人消費が活発化し、商業・小売REITは恩恵を受ける可能性 

3 
インフラストラクチャー 
投資（道路、橋など） 
交通アクセスや物流網の改善が進
む可能性。 

・経済全般にプラスの影響を与える可能性。 

4 
保護貿易政策 
生産拠点の国内回帰を促し、貿易量
が低下する可能性 

・港湾、沿岸部の都市にマイナスの影響を与える可能性 
・貿易量の低下につながり、物流施設に対する需要が減退し、産業施設REITはマイナスの影響を受ける可能性 

5 
ヘルスケア 
医療保険の補助金政策見直しが通院
頻度の低下をもたらす可能性 

・ヘルスケア業界、医療施設REITにマイナスの影響を受ける可能性 

トランプ次期政権は米国REITにどう影響しますか 

トランプ氏が選挙戦で掲げた施策が実施された場合、米国REITは以下のような影響を受
ける可能性があります。 

（出所）インベスコの提供データを基にアセットマネジメントOne作成 
      上記はトランプ次期大統領が選挙期間中に掲げた施策から一部抜粋したものであり、すべてを網羅したものではありません。 

Q15  

米国経済と米国REITに与える主な影響については、当資料作成時点において考えうる影響を例示したものであり、すべてを網羅したものではないほか、実際は記載とは異なる可能性があります。 
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≪ご参考≫投資方法の選択肢について 
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累計投資金額
（万円）

時価評価金額
（万円）

2004年9月30日 5 5
2004年12月30日 20 20
2005年12月30日 80 89
2006年12月29日 140 181
2007年12月28日 200 197
2008年12月30日 260 134
2009年12月30日 320 259
2010年12月30日 380 334
2011年12月30日 440 393
2012年12月28日 500 550
2013年12月30日 560 710
2014年12月30日 620 1,059
2015年12月30日 680 1,089
2016年12月30日 740 1,147

2017年1月5日 740 1,1750 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

2004年9月 2007年9月 2010年9月 2013年9月 2016年9月 

（万円） 

累計投資金額 

時価評価金額 

1,175万円 

740万円 

将来の資産形成のために、定期的に一定の金額を積立投資する方法もあります。 
投資目的に応じてご活用ください。 

米国REITの成長を効率よく享受する方法はありますか 

※期間：2004年9月30日～2017年1月5日（日次） 
※上記期間において、毎月の最終営業日に5万円ずつ積み立てた場合のシュミレーションです。 
※購入時手数料を3.0％(税抜)とし、消費税を加味して投資金額から控除。税引後分配金を再投資して試算しています。 
※上記は過去の実績に基づくシュミレーションであり、将来の基準価額の動向や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。 

ゼウスに設定時点から 
毎月5万円積み立て投資した場合のシミュレーション 
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（注）受取分配金額はいずれも税引前です。 
 上記は特定のファンドの分配金を示唆・保証するものではありません。分配金水準はファンドのパフォーマンスを示すものではなく、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。お客さまの個別元本によって、月次受取分配金に元本払戻金（特別分配金）も含まれる場合が 
 あります。上記は投資手段の選択肢の一つとしてご紹介するものであり、ファンドの追加購入を推奨するものではありません。 

分配金を享受しながら資産形成する方法はありますか 

受取分配金額の計算 

■1,000万口を投資していた場合 

 1,000  ×  75円（1万口あたり、税引き前） =   75,000円（注）    
口数/1万口          分配金額（1万口あたり、税引き前）        =           受取分配金額（注）    

1,000 × 50円 
 

 50,000円    

500 × 50円 
 

 25,000円    
1,500 × 50円 

 

 75,000円    

   一部解約をして、 
  500万口となった場合    追加購入、一部解約をしない場合   500万口追加購入し、 

  1,500万口となった場合 
 

＝ ＝ ＝ 

■ ■ ■ 

将来の資産形成のため、米国REITに魅力を感じていただけるなら、追加購入という選択もあります。
1万口当たりの収益分配金が同水準の場合、口数が多いほど受取分配金額は多くなります。 
※トータルリターンの考え方（21ページ参照）や収益分配金に関する留意事項（22ページ参照）を含めて当資料の内容を予め十分にご理解いた

だいたうえで、お客様のニーズに合わせてご自身でご判断ください。 
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投資信託を評価するときは、トータルリターンの観点から考えましょう。 
2014年12月より、投資信託について「トータルリターン通知制度」がスタートしました。トータルリターンとは、
基準価額の値動きと分配金の双方を考慮し、ファンドの総合的な収益を表した数値です。 

トータルリターンの考え方 

トータルリターン（イメージ） 

 分配金だけではなく、基準価額の動向も注目し、総合的に損益状況を判断することが重要です。 POINT 
！ 

トータル 
リターン 

① 
 

評価金額 

② 
 

累計受取*
分配金額 

③ 
 

累計売付
金額 

④ 
 

累計買付
金額 

＝ + + -- 

+8万円

の利益 

④累計買付金額 
10万円 

①評価金額 
15万円 

②累計受取分配金 
2万円 ＝15+2+1-10 

トータルリターン 
③累計売付金額 

1万円 

上記はイメージ図であり、すべてを表しているものではありません。 

▲1万円

の損失 
④累計買付金額 

10万円 
①評価金額 

5万円 

②累計受取分配金 
3万円 

＝5+3+1-10 
トータルリターン 

③累計売付金額 
1万円 

＊累計受取分配金額は税引後の金額です。 
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収益分配金に関する留意事項 
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。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ 投資信託の純資産

分配金

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、次のとおりとなります。
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。

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ありませんのでご留意ください。

分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合分配金の一部が元本の一部払い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い
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。

投資者の
購入価額

分配前の
個別元本

分配後の
基準価額
分配後の
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

投資者の
購入価額

分配前の
個別元本

分配後の
基準価額
分配後の
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）  普通分配金：個別元本（投資者のファンドの

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。

＊500円
（③＋④）

10,500円

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

（前期決算から基準価額が上昇した場合） （前期決算から基準価額が下落した場合）
ケースＡ ケースＢ ケースＣ

前期決算日

*分配対象額
500円

＊500円
（③＋④）

10,500円

当期決算日
分配前

*分配対象額
600円

期中収益
（①＋②）

100円

10,600円
分配金100円

前期決算日

*分配対象額
500円

＊500円
（③＋④）

10,500円

当期決算日
分配後

*分配対象額
450円

＊450円
（③＋④）

10,450円

当期決算日
分配前
*50円を
取崩し

＊50円

10,550円
期中収益

(①＋②) 50円 分配金100円

前期決算日

*分配対象額
500円

＊500円
（③＋④）

10,500円

当期決算日
分配前
*80円を
取崩し

＊80円

10,400円
配当等収益
（①）20円

分配金100円

当期決算日
分配後

*分配対象額
420円

＊420円
（③＋④）

10,300円

◆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

分配金と基準価額の関係（イメージ）

（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）をご覧ください。



23 
ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

ファンドの特色・費用、主な投資リスクなどについて 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

ファンドの特色 

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。 

※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。 

ファンドの主な投資リスク 

インベスコ・アドバイザーズ・インクは、8,202億米ドル（2016年9月末現在）の運用資産を有する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果に大きな影響を及ぼします。 

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。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。 

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。 

 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１、２のような運用ができない場合があります。 

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。 

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。 

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。 3 

2 

1 

当ファンドの基準価額の変動要因となる主な投資リスクは次のとおりです。 
●不動産投資信託の保有不動産への評価 ●US－REITの配当利回り水準に対する評価 ●不動産投資信託の企業体としての評価  
●取引所における取引の需給関係による価格変動リスク ●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 ●為替変動リスク ●カントリーリスク 



25 
ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

お申込みメモ 

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 

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 

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 2024年9月30日まで（2004年9月30日設定） 

繰上償還 受益権の総口数が30億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5日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 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。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。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非
課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
※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。 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

委託会社、その他の関係法人 

◎ 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。 

お客さまが直接的に負担する費用 

購入時 購入時手数料 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購入申込受付日の翌営業日の基準価額に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0.1％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1.6524％（税抜1.53％）を乗じて得た額とします。 
※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 

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。 

委託会社 アセットマネジメントOne株式会社              ファンドの運用の指図などを行います。 

受託会社 三井住友信託銀行株式会社                  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 インベスコ・アドバイザーズ・インク               運用指図に関する権限の一部委託を受け、ＵＳ－ＲＥＩＴの運用指図を行います。 

ファンドの費用 

●“FTSE”及び “FTSE®”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本指数の
算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証す
るものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。 

●Standard & Poor‘s®並びにS&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の
登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、アセットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。 S&P500種指数は
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、アセットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、アセットマネジメント
One株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。 

●日経平均株価（日経平均）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有します。 

●MSCIワールド･インデックス、MSCIエマージング・マーケットインデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の
内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 

指数の著作権等について 

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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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。 

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 

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 

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 

販売会社一覧 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 
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販売会社名 登録番号 加入協会 
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 

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 

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 

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 

販売会社一覧 
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販売会社名 登録番号 加入協会 
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 
  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 

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 
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 

販売会社一覧 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 
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販売会社名 登録番号 加入協会 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 

販売会社一覧 
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ファンドの主な投資リスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、表紙、24、26ページをご覧ください。 

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。 

販売会社名 登録番号 加入協会 
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 
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 
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 
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 
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 
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 

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1月5日時点の情報です。） 
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