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タイ国王崩御について 

上記は過去の時点における見通しであり、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。 
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 平素は、「サザンアジア・オールスター株式ファンド」（以下「当ファンド」という場合があります。）をご愛顧賜り、厚く
お礼申し上げます。 
 さて、10月13日にタイ王室はプミポン国王が病院で崩御したと発表しました。それによる同国の経済に与える影響
や今後の見通し、当ファンドが投資しております「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」（以下「東
南アジアファンド」という場合があります。）の運用方針について、当ファンドの投資顧問会社である東京海上アセット
マネジメント株式会社よりコメントが届きましたので、ご報告させていただきます。 

タイ経済に与える影響について 

 プミポン国王は1972年に既に後継者としてワチラロンコン皇太子を指名しているとの報道があり、新体制への移行
に問題はないと想定しています。一方、皇太子は家族と共に服喪期間を過ごすため、すぐには即位せず時間が欲し
いと述べています。今年8月7日に行われた憲法改正の国民投票は賛成多数となったものの、国王の署名は未ださ
れていません。署名がされれば総選挙が2017年第3四半期に行われ、民政復帰することが予定されていますが、皇
太子の意向によっては軍事政権が長引く可能性もあります。 
 同国は軍事政権の発足以来過去2年間、大きな暴動や抗議運動、経済活動の混乱などもなく、引き続き安定
した政権を維持していくと想定しています。同国政府は服喪期間を市民に対して30日間、公的機関に対しては1年
間と定め、娯楽自粛などを呼び掛けており、短期的には景気に悪影響を及ぼす可能性も想定しています。 

今後の見通しと「東南アジアファンド」の運用方針について 

 タイは経済の低成長のほか、クーデターや王位継承問題など政治的なリスクもあり、アンダーウェイトとしていました。
足もとではMSCI東南アジア指数対比で1%程度のアンダーウェイトとなっています。 
 同国に対しては引き続き慎重な見方を維持し、ウェイトは引き上げない方針ですが、個別銘柄の調査を基に選別
を行う方針です。 
 また、過去3ヵ月の間にプミポン国王の容体悪化についてはすでに多くの報道がされており、今回の件をもって当ファ
ンドの方針に大きな変更はありません。足もとのポートフォリオはシンガポール、インドネシアはオーバーウェイト、フィリピ
ン、タイはアンダーウェイトとしています。 
 セクター配分については、生活必需品、電気通信サービス、エネルギーをオーバーウェイト、資本財、金融、公益を
アンダーウェイトとしています。 
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当ファンドは、主として投資信託証券を通じて中国(華南地域)と東南アジア諸国の株式に投資します。実質的に組み入れた株式
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．中国(主として香港、マカオなどの華南地域※)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネ
シア、フィリピン、ベトナムなど)の株式に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。 

※華南地域(華南)とは、当ファンドでは、香港、マカオおよび中国南部の広東省、海南省、福建省を指します。 

 

２．投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に、実質的な投資を行います。 

※当ファンドで注目するサービス分野とは、人々に対して、快適さ、心地良さなどをもたらすサービスや商品を取り扱う産業全般を指し、

製造業を排除するものではありません。 
 

３．２本のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。 

◆国内投資信託｢新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド｣を通じて中国(華南地域)の株式に、ケイマン諸島籍外
国投資信託｢ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド｣を通じて東南アジア諸国の株式に投資するファン
ド・オブ・ファンズです。 

◆｢新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド｣はアセットマネジメントOne株式会社が運用を行い、｢ＴＭＡ サウ
ス イースト エイジアン エクイティ ファンド｣は東京海上アセットマネジメント株式会社(ＴＭＡ)と、シンガポールを拠
点とするＴｏｋｉｏ Ｍａｒｉｎｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.(ＴＭＡＩ）が共同で運用を行います。 

 
 
 

 
 
 

 
 

※ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンドの受益証券は円建てで発行されます。 

◆投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とし、各投資信託証券への投資割合は、それぞれの投資対
象市場の規模などを勘案して決定します。当ファンド(サザンアジア・オールスター株式ファンド)の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ４０％から６０％の範囲内とします。 

◆投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。 

◆｢ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド｣への投資にあたっては、東京海上アセットマネジメント株式
会社から投資助言および情報提供を受けます。 

 

当ファンドの資金動向、市況動向などを勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。 

 

４．原則として、年１回(毎年１月２５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、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。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。 
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[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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ファンドの主な投資リスク 
 

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて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。 

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。 
当ファンドは実質的に中国および東南アジアの株式などに投資しますが、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。 

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、当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、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、当ファンドは先進国通貨以外の外貨建証券にも実質的に投資を行うことから、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、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

特定の投資信託証券 
に投資するリスク 

当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用
成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場
合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
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。 

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。 

投資対象ファンド 
にかかる税制変更 
のリスク 

当ファンドが組み入れる外国投資信託の設定地および当該外国投資信託が投資を行う国にお
いて、税制などの変更があった場合には、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。 

※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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お申込みメモ 
 

商品分類 追加型投信／海外／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７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。 
・香港証券取引所の休業日  ・ルクセンブルグの銀行の休業日 

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 ２０２２年１月２５日まで（２００７年１月３１日設定） 

繰上償還 
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。また、当ファンドが主要投資対象とする
ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、当ファンドを繰上償
還します。 

決算日 毎年１月２５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) 

投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に対して
年率１.６５２％～１.７７６％（税抜１.５４８％～１.６７２％）程度となります。 
（上記は、ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンドを４０％～６０％程度組み入れた場合の信託報酬の総
額の概算を示しています。） 
・当ファンド：年率１.４０４％（税抜１.３％） 
・ＴＭＡ サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド：年率０．６２％ 
・新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド：ありません 

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。また、ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、有
価証券などの売買手数料などがかかります。 
※「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： 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： 東京海上アセットマネジメント株式会社   委託会社に対して投資助言および情報提供などを行います。 

 
 

 
 

 
         

     
 



当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、3,4,6ページをご確認ください。                                                                        

ファンド通信 サザンアジア・オールスター株式ファンド 
追加型投信／海外／株式 

ファンド通信 

 

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 

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 

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 

安藤証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第１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 

エイチ・エス証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第３５号 

日本証券業協会 
 

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 

岡三証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第５３号 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

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 

静岡東海証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第８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 

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 

内藤証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第２４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 

ばんせい証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１４８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 

フィデリティ証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１５２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 

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 

むさし証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１０５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 

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 

六和証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第３７号 

日本証券業協会 

 

 

           
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

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 

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2016年9月30日時点の情報です。） 

5 

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。 



当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、3,4,6ページをご確認ください。                                                                        
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ファンド通信 
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当資料のお取扱いについてのご注意  
 

l 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。 
l 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。 
l 当ファンドは、投資信託証券を通じて、主として中国（華南地域）と東南アジア諸国の株式に投資し

ます。実質的に組み入れた株式の値動き、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及び利回り保証のいずれもありません。 

l 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。 

l 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。 

161018JS118247サザンアジア臨時 


