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当ファンドは、相場動向に応じてベストと
判断される「自由」な運用スタイルを
適宜選択する投資方針が支持され、
2020年8月30日に運用開始から20周年を迎えました。
運用主担当者の酒井から
コロナ禍の国内株式市場の動向と
ファンドの運用状況についてお伝えします。
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Q1　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、相場環境が大きく変動しま
したが、運用主担当者として工夫した点を教えてください。

株式市場のショック時においては、市場参加者
の中でも実体経済の悪化や、その後の回復につい
て大きく見方が分かれることに加え、中央銀行の
金融政策などにも影響を受けることから、実体経
済と株価指数の動きにディカップリング（不一
致）が生じやすくなると考えています。同時に、個
別銘柄においても、各企業の実態と株価にディ
カップリングが生じやすくなるとみています。
そこで当ファンドでは、2020年2月末から3月

下旬に株価が大きく下落する中で、企業の実態に
即さない形で下落したとみられる銘柄を中心に
新規の組入れを行いました。一方で、短期的なト
レンド（情報・通信セクターの上昇）にも一定程度
乗って順張り、逆張りのバーベル（組合せ）戦略な
ど駆使して、ポートフォリオの調整を行いまし
た。そうすることで、急激なリターン・リバーサル
相場になっても耐えられると考えています。

ファンドマネジャーが語る
コロナ禍の国内株式市場の動向とファンドの運用状況

Q2　2020年3月下旬以降、中小型株が大きく上昇しました。その上昇の
経緯や今後の展望について教えてください。

中小型株の中でも、情報・通信セクターが大きく上昇しました。新型コロナウイルスの感染拡大
に伴い、スポーツ観戦、テーマパーク、ライブへ足を運ぶことができないのはもちろん、買い物です
ら自粛を迫られるなど、人々の生活が大きく変化する中で、テレワークなど新しい需要を取り込む
可能性の高い企業群の株価が、株式市場から高い評価を受けて上昇しました。すなわち市場参加者
が、これらの企業の業績が今後大きく成長すると判断したと考えられます。一方で主要国中央銀行
が大規模な金融緩和を実施し、金融市場に大量に資金が流れ込んだことや、政府が国民に対して現
金給付を行ったことにより、これらの資金の一部が株式市場に流れ込み、一部の中小型株の株価を
押し上げたとみています。
当ファンドでは、大きく上昇した企業群とは一定程度の距離をおいて付き合うようにしていま

す。株価が大きく上昇したということは、今後の成長のうちの何年分かは株価に織り込んでしまっ
たということであると判断しています。
足もとでは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行動が制限されていますが、収束後はその反

動が出るとみています。買い物はインターネットで済ませるもの、実店舗で確かめてから購入する
ものなどの住み分けができてくると考えられます。また、スポーツ観戦なども、オンラインと生で
は臨場感が全く違うことから、影響を受けて落ち込んだ企業の一部には、V字回復する企業が出て
くるとみています。

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、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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出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント

One作成

国内株式市場の推移

※2019年12月30日を
100として指数化

■ 日経平均株価
■ 東証マザーズ
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良好なパフォーマンスを残してきた自由演技
当ファンドの運用主担当者は、大型株・中小型株といった規模別でのリターン格差に着

目した投資スタイルに比重を置いた運用を行い、対東証株価指数（TOPIX、ベンチマーク）
で良好なパフォーマンスを残してきました。

※期間：2000年8月29日（当ファンド設定日前日）～2020年8月28日（日次）
※基準価額、分配金再投資基準価額は設定日前日を、TOPIXは当ファンド設定日前日の終値を10,000として計算しています。
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。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。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※2020年8月28日時点
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■分配金再投資基準価額（左軸）
■基準価額（左軸）
■ TOPIX（左軸）
■純資産総額（右軸）

運用実績の推移運用実績の推移

ポートフォリオの状況ポートフォリオの状況

基準価額

22,551円

純資産総額

166億円

※期間：2017年7月末～2020年7月末（月次）
※東証第一部上場銘柄のうち、TOPIX 100（TOPIX算出対象のうち、時価総額、流動性の特に高い100銘柄）を大型株、TOPIX Mid400
（TOPIX 100についで、時価総額、流動性の特に高い400銘柄）を中型株、TOPIX Small（TOPIX算出対象から、TOPIX 100、TOPIX 
Mid400の構成銘柄を除いた銘柄）を小型株、東証第一部以外（東証第二部、東証マザーズ、ジャスダックなど）の銘柄を新興市場などと
して分類しています。
※上記比率は、株式ポートフォリオに対する割合です。
※上記比率は四捨五入のため、合計が100％とならない場合があります。
出所：東京証券取引所のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

●規模別構成比推移 ●2020年7月末時点の構成
比率（組入上位3銘柄を掲載）
新興市場など（7％）
ワークマン
そーせいグループ
JMDC

ジャスダック
東証マザーズ
東証マザーズ

小型株（17％）
エムアップホールディングス
ノーリツ鋼機
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

東証第一部
東証第一部
東証第一部

中型株（25％）
TDK
東京建物
太陽誘電

東証第一部
東証第一部
東証第一部

大型株（51％）
ソフトバンクグループ
ソニー
キーエンス

東証第一部
東証第一部
東証第一部

大型株

中型株

小型株

新興市場など
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※期間：2019年12月末～2020年7月末（月次）
※騰落率：2020年7月末時点
※当ファンド：基準価額、大型株：TOPIX 100、中型株：TOPIX Mid400、小型株：TOPIX Smallを使用。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※大型株：TOPIX 100、中型株：TOPIX Mid400、小型株：TOPIX Smallは、当ファンドのベンチマークではありませんが、当ファンドでは
投資環境に応じて、大型、中小型などといった視点で資産配分を行うため、比較を行っています。

※期間：2019年12月末～2020年7月末（月次）
※大型株：当ファンドに組入れられている銘柄のうち、TOPIX 100に含まれる銘柄を分類したもの。

※上記は過去の情報または運用実績であり、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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当ファンドと規模別株価指数のパフォーマンス比較当ファンドと規模別株価指数のパフォーマンス比較

2020年の当ファンドの大型株比率の推移2020年の当ファンドの大型株比率の推移

-13.1％-7.6％
2020年の
当ファンド
騰 落 率

2020年の
T O P I X
騰 落 率

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で波乱の展開に
国内株式市場は、規模別でみると2月から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感

染拡大を背景に、市場参加者のリスクオフ姿勢が強まったことなどから中小型株の下落率
が大きくなりました。中小型株の反発が大きくなった3月下旬以降、中小型株比率を引き上
げ、大型株比率を引き下げたことが当ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。

■当ファンド
■大型株
■中型株
■小型株

■その他
■大型株

52 50 53 48 45 48 48 51

2020年は大型株の比率を機動的に変更
年初来、大型株比率を50％程度で維持していましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う市

場参加者のリスクオフ姿勢の強まりから、2月末には大型株の比率を53％まで引き上げました。
その後、主要国の金融政策や、各国財政出動などを背景に、市場参加者のリスクオフ姿勢が弱まっ
たため、大型株の比率を4月末には45％まで引き下げ、中小型株の比率を引き上げました。中小型
成長株の株価上昇基調が強まったことから、その後は徐々に中小型株から大型株へ戻し、7月末に
は大型株比率を51％にしています。

92.4

84.0

87.4
87.1

※2019年12月末を100として指数化
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※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、当該個別銘柄の掲示は銘柄推
奨を目的としたものではなく、将来の当ファンドへの組入または保有の継続を保証するものではありません。

組入銘柄のご紹介
当ファンドは、ある特定の「画一」的な運用スタイルではなく、相場動向に応じて最適と

判断される「自由」な運用スタイルを適宜選択するファンドです。以下、2020年7月末時点
の組入銘柄の中から2銘柄をご紹介させていただきます。

今後の抱負
平素より当ファンドをご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。受益者のみなさまに支
えられて、当ファンドも運用開始から20周年を迎えることができました。20年という長
い月日の間には、ITバブル崩壊、リーマン・ショック、コロナ・ショックなどの大きな下落
局面に見舞われた一方で、日銀による大規模な金融緩和を背景にした株式市場の回復局
面などがありました。山あり谷ありの市場環境の中、「自由演技」という愛称のとおり、
ファンドマネジャーがその都度ベストと思われる運用手法を駆使して運用してまいりま
した。同時に受益者のみなさまにとって、有益なファンドを提供し続けることを大切にし
てまいりました。
今後も「自由演技」というファンドを臨機応変にご活用いただいて、みなさまの資産形
成に役立てていただければ幸いです。引き続きよろしくお願い申し上げます。

エムアップホールディングス　（業種：情報・通信業）エムアップホールディングス　（業種：情報・通信業）

アーティストや俳優などのファン
サイトの運営、および電子チケット
事業を展開

組入比率：3.39％組入比率：3.39％

事業
内容

今夏からスタートするVR（バーチャル
リアリティ）を使用したライブ映像配
信事業の成長性に期待しています。さ
らにVR事業では、旅行や写真集など多

種多様なサービスを展開する見込みです。

投資
理由

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（円）

19年7月31日 20年1月31日 20年7月31日20年7月31日

株価推移

※期間：2019年7月31日～2020年7月31日（日次）※組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。※業種は東証33業種分類によ
るものです。出所：ブルームバーグおよび各社HPのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

同社が出資する企業群に対する株式市
場の評価が低すぎると判断して組入れ
ています。また、バランスシートの改善
にも注力しており、保有する資産（主に

投資先企業の株式）を売却する一方で、自社株買い
を行っており、株式市場における評価が高まる期
待があると考えています。

ソフトバンクグループ　（業種：情報・通信業）ソフトバンクグループ　（業種：情報・通信業）

通信サービス事業を中心に、電子商
取引などインターネットに関わる
各種事業を展開

組入比率：3.33％組入比率：3.33％

事業
内容

投資
理由

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（円） 株価推移

19年7月31日 20年1月31日 20年7月31日20年7月31日
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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)

マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
●マクロの投資環境の変化に応じて投資スタイルを適宜変更します。
●その局面でベストと思われる投資尺度を活用した銘柄選択を行います。
One国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。マザーファンドの組入比率は、原則として高
位を維持します。また、株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
※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。

指数の著作権等

「日経平均株価」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、
「日経平均株価」自体および「日経平均株価」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ています。
東証株価指数（TOPIX）、東証規模別株価指数および東証マザーズは、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXおよびTOPIX100、TOPIX Mid400、TOPIX Small、東証
マザーズの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売さ
れるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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。
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。

※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。

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。また、中小型株式
等に実質的に投資をする場合があり、これらの株式は、一般的に価格変動性が高いため、基準価額が大きく下がる場
合があります。

当ファンドでは、成長系（グロース系）株式、割安系（バリュー系）株式、大型株式、中小型株式といった運用スタイル
配分の結果による個別銘柄選択効果により超過収益を積み上げることを目標としているため、株式市場全体の動き
とは異なる場合があります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合
もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいます。

当ファンドにおいて有価証券等を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。

当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想され
る場合等には、株式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。

●株価変動リスク……

●流動性リスク………

●信用リスク…………

●個別銘柄選択………
リスク
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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)

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入申込受付日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

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。

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。

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。

毎年8月29日（休業日の場合は翌営業日）

無期限（2000年8月30日設定）

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。

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。        
・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。
・受益者のために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。        

年1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、「分配金受取りコース」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。
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。 
※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。

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
※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。

購入単位

購入価額

購入代金

換金単位

換金価額

換金代金

申込締切時間

換金制限

信託期間

繰上償還

決算日

収益分配

課税関係

購入・換金申込受付 
の中止および取消し 

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)

以下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。

●投資者が直接的に負担する費用

購入価額に、3.3％（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。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.76％（税抜1.60％）

ありません。

換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

購入時手数料

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

換金時手数料

信託財産留保額

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用
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委託会社の照会先

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：営業日の午前9時～午後5時）　　　ホームページ    URL http：//www.am-one.co.jp/  

投資信託ご購入のご注意

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。

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、実質的に株式等の値動きのある有価証券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。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。

分配金に関する留意点

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合がありま
す。したがって、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。

●受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
●分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となりま
す。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

委託会社およびファンドの関係法人 

アセットマネジメントOne株式会社

三井住友信託銀行株式会社

販売会社一覧をご覧ください。

委託会社

受託会社

販売会社
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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）

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

備考登録番号等商号

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

株式会社福岡銀行

株式会社十八銀行

株式会社親和銀行

株式会社琉球銀行

株式会社熊本銀行

第一生命保険株式会社

藍澤證券株式会社

ａｕカブコム証券株式会社

ＰＷＭ日本証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

岡三証券株式会社

岡三オンライン証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

十六ＴＴ証券株式会社

大和証券株式会社

ちばぎん証券株式会社

むさし証券株式会社

楽天証券株式会社

東海東京証券株式会社

東洋証券株式会社

マネックス証券株式会社

日産証券株式会社

松井証券株式会社

丸三証券株式会社

岡三にいがた証券株式会社

水戸証券株式会社

ＬＩＮＥ証券株式会社

株式会社トマト銀行

みずほ証券株式会社

株式会社証券ジャパン

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託
金融商品取引業者　三菱ＵＦ
Ｊ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6号

登録金融機関　関東財務局長（登金）第5号

登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第7号

登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第2号

登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第3号

登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第2号

登録金融機関　九州財務局長（登金）第6号

登録金融機関　関東財務局長（登金）第657号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第6号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第50号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第52号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2336号

金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第188号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第105号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号

金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第131号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第167号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第169号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3144号

登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号

登録金融機関　関東財務局長（登金）第5号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※

※

※

●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＞
※新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

（原則、金融機関コード順）

○印は協会への加入を意味します。 2020年8月31日現在
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■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

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
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