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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。

Q1 国内債券市場の動向について教えてください。

新発10年国債利回り（国内長期金利）は本年１月29日に日本銀行（以下、日銀）が｢マイナス金利付き量
的・質的金融緩和｣の導入を決定したことから大幅に低下し、７月下旬には▲0.3％程度となりました。しか
し、日銀が７月末の金融政策決定会合で、次回９月の決定会合で金融政策や物価情勢の総括的な検証を実施
することを発表すると、既存の金融政策が見直されるとの思惑が高まり、金利は上昇に転じました。

９月21日の金融政策決定会合では、日銀は新たに｢長短金利操作付き量的・質的金融緩和｣の導入を決定し、
10年物国債金利をゼロ％程度で推移させるように長期国債の買入を行うことを発表しました。これを受けて、
国内長期金利はおおむね横ばいで推移し、▲0.05％程度で10月末を迎えました。

社債市場については、１月のマイナス金利政策の導入以降、国債利回りほど社債利回りが低下しなかった
ことから、国債との利回り格差は短中期ゾーンを中心に拡大しました。しかし、７月末以降国債利回りが上
昇する中、今度は国債利回りほど社債利回りが上昇しなかったことから、国債との利回り格差は短中期ゾー
ンを中心に縮小後、おおむね横ばいで推移しています。

Q２ 国内債券市場の今後の見通しについて教えてください。

●日本国債のイールドカーブ＊の推移

＊イールドカーブ：債券の償還期間（残存期間）が異なる複数の債券の残存期間と利回りの関係を表した曲線。
出所：野村総合研究所が提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記は、将来における日本国債のイールドカーブの推移を示唆、保証するものではありません。

日銀は当面10年物国債金利をゼロ％程度で推移させるとみられることから、金利はおおむね横ばいで推移
すると考えます。また、社債利回りについても、国債利回り同様に、おおむね横ばいで推移すると見込みます。
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2※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。

Q３ オーストラリア債券市場の動向について教えてください。
オーストラリア国内における雇用環境の改善は緩慢なものの、外需面では主要輸出品である鉄鉱石や石炭

の価格回復に伴い、交易条件が改善しつつあります。こうした状況下、豪州準備銀行（RBA）による利下げ
観測はやや後退していますが、国内の物価は低迷が続いていることから、RBAは緩和的な金融政策の維持を
示唆しています。

オーストラリア債券市場では、５月のRBAによる利下げや、英国国民投票における欧州連合（EU）離脱決
定などを受け、金利は低下基調を辿りました。しかし、９月以降は米連邦準備制度理事会（FRB）による利
上げ観測の高まりや、欧米における金利上昇につられる形で、金利は上昇しました。

Q４ オーストラリア債券市場の今後の見通しについて教えてください。
オーストラリアでは、鉱業から非鉱業へのリバランスが進んでおり、交易条件も改善しつつあることなど

から、経済の安定感が増しています。しかしながら、物価の伸びは低水準にとどまっていることなどから、
RBAは緩和姿勢を維持しています。このような環境下、国債利回りは低位で推移すると考えます。

為替市場では、オーストラリアの相対的に高い金利水準や日銀による積極的な金融緩和政策などが豪ドル
の上昇要因となると考えられます。しかしながら、RBAが豪ドル高への警戒感を強める局面や、市場がリス
ク回避的になる局面などでは豪ドルの上値が抑えられると見込みます。

Q５ 足元の国内公社債マザーファンドの運用状況について教えてください。
（当ファンドでは、国内の公社債への投資を国内公社債マザーファンドを通じて行います。）

当マザーファンドでは、最長残存期間を15年程度とするラダー型ポートフォリオ運用（各年限が時価ベー
スでおおむね同ウェイトとなるような運用）を行っています。日銀のマイナス金利政策導入後、投資対象で
ある残存15年程度の国債利回りの大部分がマイナスとなるなど、国債の相対的な魅力度が低下した一方、社
債等の利回りは国債利回りほど低下せず、相対的な魅力度が増したと考えました。このため、従来国債のみ
で構成していたポートフォリオについて、マイナス利回りとなった国債を一部売却し、プラス利回りの社債
等の債券を購入し、入れ替えを進めました（社債等の組入比率：１月末0％→３月末38％程度→10月末58％
程度）。特にマイナスの水準が深くなった短期～長期の年限を中心に入れ替えを行い利回り向上に努めまし
た。

今後も当面は、社債利回りはおおむね横ばいで推移すると見込むことから、マイナス利回りの国債につい
ては、流動性や信用力などを勘案しつつ、プラス利回りの社債等へ適宜入れ替えを行う方針です。

※国内公社債マザーファンドに組み入れる公社債の残存期間は、原則
として最長15年程度とします。

●国内公社債マザーファンドの残存年数別組入比率●国内公社債マザーファンドの社債等の組入比率の変化

（2016年1月末～2016年10月末） （2016年10月31日時点）

残存年数が短いゾーンは社債等、残存年数が長いゾー
ンは国債を中心とし、おおむねラダー型のポートフォ
リオとしています。

社債等 国債

出所：アセットマネジメントOne。
※マザーファンドの純資産総額に対する比率。
※上記は、将来における国内公社債マザーファンドの社債等等の組入比率および残存年数別組入比率を示唆、保証するものではありません。
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3※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。

Q６ 足元のオーストラリア公社債マザーファンドの運用状況について教えてください。
（当ファンドでは、オーストラリアの公社債への投資をオーストラリア公社債

マザーファンドを通じて行います。）

オーストラリアの金利は低位で推移するとの見通しのもと、当マザーファンド全体の修正デュレーション*
は、上限である８年に近い長めの水準を維持しています。組入債券の債券種別組入比率は、相対的に高い利
回りが期待できる地方債や豪ドル建の国際機関債などの非国債を積極的に組み入れています。2016年10月
末では、ポートフォリオの80%程度が非国債、18％程度が国債となっています。格付別でみると、ポート
フォリオの55％程度がAAA格となっており、信用力の高い銘柄を中心に組入を行っています。

＊修正デュレーションとは、債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいほど、金利が変化した際の債券の価格変
動が大きくなります。

●オーストラリア公社債マザーファンドの残存年数別組入比率

出所：アセットマネジメントOne。
※マザーファンドの純資産総額に対する比率。
※上記は、将来におけるオーストラリア公社債マザーファンドの残存年数別組入比率を示唆、保証するものではありません。

2013年12月末 2014年12月末 2016年10月末

修正デュレーション ： 6.7修正デュレーション ： 5.3 修正デュレーション ： 7.8
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4※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。

出所：アセットマネジメントOne。
※当ファンド設定日の前営業日の当初元本（1万口につき1万円）を起点とする推移。基準価額および分配金再投資基準価額は、運用管理費用（

信託報酬）控除後の値です。分配金再投資基準価額は“決算時に収益分配があった場合に、その分配金（税引前）をファンドに再投資したも
のと仮定して算出した収益率”に基づく当ファンドの1万口当たりの基準価額を表します。一方、基準価額は、こうした修正を一切加えていな
い実際の1万口当たりの基準価額です。（投資信託は、収益分配があった場合に、その分だけ基準価額が下がる仕組みになっています。）

※上記は、当ファンドの過去の一定期間における実績を示したものであり、将来における運用成果を示唆、保証するものではありません。

出所：アセットマネジメントOne。
※第1期および第2期の決算日には、約款の規定により収益分配は行っておりません。
※上記は、当ファンドの過去の一定期間における分配実績を示したものであり、将来における運用成果および収益分配を示唆、保証するもので

はありません。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。

純資産総額：右軸

分配金再投資基準価額 12,020円

基準価額 10,007円

純資産総額 114.4億円

●分配金額の推移（１万口当たり、税引前）

●基準価額と純資産総額の推移（設定来）

（年/月/日）

基準価額：左軸

【ご参考】 当ファンドの運用実績

分配金再投資
基準価額：左軸

●ポートフォリオの状況

出所：アセットマネジメントOne。
※当ファンドの純資産総額に対する比率。
※その他資産は、100％から国内公社債マザーファンドおよびオーストラリア公社債マザーファンドの組入比率の合計を差し引いたものです。
※平均利回り（終利）は保有する債券の終利を、平均直利は保有する債券のクーポンを時価で除した値を、各々ファンドの純資産総額に対する

各銘柄の組入比率で加重平均したものです。
※上記は、過去の実績を示したものであり、将来のポートフォリオの状況を示唆、保証するものではありません。

（2016年10月31日現在）

（2016年10月31日現在）

第3期～第26期 第27期～第56期 第57期～第73期

決算日
2010年12月～2012年11月

の各決算日
2012年12月～2015年5月

の各決算日
2015年6月～2016年10月

の各決算日

分配金額 各20円 各25円 各40円 1,910円

分配金累計額
設定来、2016年10月31日現在

資産 比率
基本投資

配分
 国内公社債マザーファンド 69.5% 70.0%

  オーストラリア公社債マザーファンド 30.3% 30.0%
その他資産 0.2%

平均利回り（終利） 0.89%
平均直利 1.86%
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出所：アセットマネジメントOne。
※上記は、基準価額の変動要因分解および当ファンドの過去の一定期間における実績を示したものであり、将来における当ファンドの運用成

果を示唆、保証するものではありません。

●保有期間別年率リターン

1年間保有した場合の年率リターン

3年間保有した場合の年率リターン

　2015年 　2016年
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

 基準価額（月末） 10,369 10,359 10,351 10,296 10,423 10,286 10,230 10,171 10,193 10,078 10,021 10,007

▲2 ▲10 ▲8 ▲55 127 ▲137 ▲56 ▲59 22 ▲115 ▲57 ▲14
為替変動要因 76 ▲5 ▲71 ▲172 194 ▲101 ▲130 ▲114 74 ▲41 ▲17 98
価格変動要因 ▲52 20 91 144 ▲39 ▲7 102 88 ▲21 ▲45 ▲9 ▲82
利息収入 21 20 19 19 19 16 18 16 15 17 15 16

その他要因等 ▲1 0 ▲2 ▲1 0 ▲1 0 ▲3 0 0 ▲1 0
分配金支払い ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40 ▲40
運用管理費用
（信託報酬）

▲6 ▲6 ▲5 ▲6 ▲7 ▲4 ▲6 ▲6 ▲5 ▲6 ▲5 ▲6

基準価額前月末比

●基準価額の変動要因分解（過去1年）

※上記は、当ファンドを1年間／3年間保有したと仮定した場合の年率換算の投資成果を表したものです。2010年9月末から2016年10月末ま
での各月末時点を起点として、過去1年間／3年間保有した場合の年率リターンを示しています（分配金再投資基準価額ベース）。

5



ファンド通信ファンド通信 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称 ちょっとコアラ

1．国内の公社債およびオーストラリアの公社債（豪ドル建て）を主要投資対象とします。
国内およびオーストラリアの公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

■ ファンドの特色

◆ 国内の公社債への投資にあたっては、信用リスク、流動性等を考慮のうえ、残存期間の分散を図ります。
◆ オーストラリアの公社債への投資にあたっては、原則としてソブリン債を中心とすることを基本とします。

※オーストラリア以外の国や企業等が発行する豪ドル建ての公社債にも投資することがあります。
◆ 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。
◆ 「国内公社債マザーファンド」および「オーストラリア公社債マザーファンド」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。

2．原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70％、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券
30 ％を基本投資配分とします。

3．毎月26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。

◆ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
とします。

◆ 分配金額は、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、配当等収益の水準、基準価額の水準
および市況動向等を勘案し、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。

◆ 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

当ファンドは、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

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、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当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

当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資
対象通貨（主として豪ドル）と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基
準価額が下落する要因となります。

信用
リスク

当ファンドが投資する公社債等の発行体が、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った場合、またはその可能性が
高まった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

※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」、「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。

■その他の留意点
 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ

りません。
 当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、換金請求の受付けを中止すること、およびす

でに受け付けた換金請求の受付けを取り消すことがあります。

※「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。

※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。

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。
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■ 収益分配金に関する留意事項

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※上図はイメージであり、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。

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。
（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）の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照くだ

さい。

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。

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

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。

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配準備積立金：期中収益（①+②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額と
なります。

収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。

普通分配金

投資者の
購入価額

（当初個別
元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

投資者の
購入価額

（当初個別
元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

*500円
（③＋④）

10,500円

*50円

*450円
（③＋④）

期中収益
（①＋②）

50円

10,550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

*分配対象額
500円

*50円を
取崩し

*分配対象額
450円

*500円
（③＋
④）

10,500円

*80円
*420円

（③＋④）

10,400円

10,300円

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

*80円を
取崩し

*分配対象額
420円

配当等収益
①20円

100円

分
配
金

100円

分
配
金

※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。

分配金と基準価額の関係（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）
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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。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 換金請求受付日の翌営業日の基準価額

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

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、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 2020年9月26日まで（2010年9月28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26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。
※「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。

■ お申込みメモ <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。>
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■ お客さまにご負担いただく手数料等について
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。
※2016年11月22日現在の手数料率の上限は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 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）

運用管理費用（信託報酬）

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0.972％
（税抜0.9％）
以内の率

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0.28％
～0.425％

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0.28％
～0.425％

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0.04％
～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
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

運用管理費用（信託報酬）の率 ［信託報酬率］ およびその配分は、毎期、当計算期間開始日の前月末における日本相互
証券株式会社発表の新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとします。なお、2016年3月31日現在
の信託報酬率は、年率0.648％（税抜0.6％）です。

新発10年固定利付
国債の利回り

信託報酬率［年率］
配分(税抜)

委託会社 販売会社 受託会社

3％未満の場合 0.648％（税抜0.6％） 0.28％ 0.28％ 0.04％

3％以上4％未満の場合 0.756％（税抜0.7％） 0.33％ 0.33％ 0.04％

4％以上5％未満の場合 0.864％（税抜0.8％） 0.375％ 0.375％ 0.05％

5％以上の場合 0.972％（税抜0.9％） 0.425％ 0.425％ 0.05％
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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。
■ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日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。

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資
料です。
お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交

付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
当ファンドは、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。）に投資をしますので、市場環境、組
入有価証券の発行者にかか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、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。
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。

■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
信託財産の運用指図等を行います。

【委託会社お問い合わせ先】 アセットマネジメントOne株式会社
○ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/ ○電話番号 0120－104－694 （受付時間：営業日の9：00～17：00）

■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。

当資料における内容は作成時点（2016年11月22日）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、
➀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。

➁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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