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2020年7月20日に「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：未来

の世界（ESG））」を設定し運用を開始しました。「ESG*」や新型コロナウイルスの感染拡大（以下、

コロナ・ショック）をどのように捉え、銘柄選定・運用を行っているのかについて、当資料では運用の委

託先であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの運用チーム責任者であるクリス

チャン・ヒュー氏のコメントをお伝えいたします。

※上記の見通しおよび運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

モルガン・スタンレー・
インベストメント・
マネジメント

運用チーム責任者

クリスチャン・ヒュー

平素より未来の世界シリーズをご愛顧いた
だきありがとうございます。

グローバル・オポチュニティ株式運用チー
ムを代表して、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスにより世界中が大きく
変化しているなかで、ESGの観点で企業に注
目することは今後の運用において非常に重要
なことであると考えています。

また、同時に中長期で継続した投資を行っ
ていただければと思います。

今後も私たちは投資家のみなさまへ良好な
リターンをご提供できるよう、運用に臨んで
まいります。

*「ESG」とは環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略称です。

・2001年、モルガン・スタンレー・インベストメント・
マネジメント入社、19年の運用経験を有する。

・グローバル・オポチュニティ株式運用チームの責任者、
およびグロース投資におけるグローバル型投資の責任
者を務める。

日本の投資家へのメッセージ
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クラウドを利用したマルチデバイス対応のビ
デオ会議システムを主に企業向けに提供してい
る企業です。

【ESG評価ポイント】
同社のプラットフォームを使用したオンライ

ンでのビジネス会議の実施は、働き方改革や出
張等による費用削減、また、移動にともなう二
酸化炭素の排出削減に大きな社会的影響を生み
出しています。このような取り組みは、特に新
型コロナウイルス感染拡大の状況下において顧
客の増加や企業価値の向上につながるものと見
込まれます。

出所：ブルームバーグおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

コロナ・ショックを受けて、投資対象銘柄の見通しや
投資の着眼点に変化はありましたか？

コロナ・ショックを受けて、未来の世界

（ESG）を設定する前と設定した後の運用方針に

変化はありませんでした。私たちの運用方針の基

本にあるのは、持続可能な利益成長が期待できる

「ハイクオリティ成長企業を割安時に買う」とい

うことです。なぜなら、そのような企業群は長期

的な成長が期待されるからです。そのためには企

業のESG評価やディスラプティブ・チェンジ*、財

務健全性等をしっかりみることが大切だと考えて

います。

一方で新たな投資機会が生まれています。おそ

らく今回の新型コロナウイルスは1918年（スペイ

ン風邪の流行）以降の100年間で世界で最も多くの

人々に影響を及ぼしたものだと捉えています。こ

の影響は数年続くでしょう。その中で私たちは2種

類の投資機会が生まれていると考えています。

1つ目は今回のコロナ・ショックで大きな変化が

あった企業です。

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ

一例としてはズーム・ビデオ・コミュニケー

ションズがそれにあたると考えています。新型コ

ロナウイルスの流行をきっかけに、同社が提供す

るシステムは家族や友人、同僚などとのコミュニ

ケーション方法を大きく変えることになりました。

実際に1日の利用者数は2020年の初めは500万人

だったものが現在3億人へ増加し、株価は9月8日時

点で年初と比較して5倍以上になっています。

2つ目は新型コロナウイルスの影響に対して市場

が過度に反応したことで生まれた投資機会です。

例えばザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーが

あてはまると考えています。市場が想定される影

響以上の反応をしたため、株価は大きく下落しま

した。確かに今年や来年の業績は影響を受けます

が、それ以降は回復すると私たちは考えています。

今後も市場に出てくる投資機会をしっかりと掴

むことで良好なリターンをご提供したいと考えて

います。

【株価・売上高の推移】

(年/月)

※期間:株価／2019年4月末（上場月）～2020年8月末（月次）
売上高／2020年1月期～2022年1月期（年次）

ただし、2021年1月期、2022年1月期は
ブルームバーグによるアナリスト予想の集計値。

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、投資環境の変化などにより予告なく変更される場合があります。将来の運用成果等を示
唆・保証するものではありません。今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的
としたものではありません。

*ディスラプティブ・チェンジとは、既存の価値を破壊し、新しい価値を創造する長期的で巨大な変化を指します。
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※期間:株価／2015年8月末～2020年8月末（月次）
売上高／2015年12月期～2021年12月期（年次）

ただし、2020年12月期、2021年12月期は
ブルームバーグによるアナリスト予想の集計値。

3

オンライン小売、クラウド・コンピューティ
ング業界のリーダー企業です。

【ESG評価ポイント】
クラウド・コンピューティング・プラット

フォームであるAWSは、巨大なスケールと高い
サーバー稼働率から、通常のデータ・センター
に比べ運営コストを引き下げるとともに、二酸
化炭素排出量の削減を可能にしています。顧客
の利用率が高まり、さらなるコスト削減が実現
されることで、コスト競争力が高まるという好
循環が、利益率の向上につながると見込んでい
ます。

出所：ブルームバーグおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

今回設定した未来の世界（ESG）において、
なぜ新たなESGの視点を運用に取り入れたのですか？

私たちは企業がESGへ積極的に取り組むことで、

企業価値を向上させる大きなチャンスがあると考

えています。

例えば、たばこを製造する企業はESG評価の観

点から好ましくない一例だと思います。たばこに

は健康への悪影響があり、同時に追加的な社会的

費用（医療費）を発生させます。これは企業の損

益計算書や財務諸表には反映されません。そのた

め市場は商品やサービスによる悪影響を株価へ反

映させるのが不得手です。これらを考慮して、私

たちは酒やたばこ、武器製造、ギャンブルなどを

主な事業とする企業を投資対象から除外していま

す。

しかし、今回設定した未来の世界（ESG）にお

いて大切なことはESGを用いて投資銘柄を除外す

るだけではなく、ESGを積極的に活用している企

業に投資することです。私たちはそういった企業

に数多く投資したいと考えています。

アマゾン・ドット・コム

その一例がアマゾン・ドット・コムです。みな

さまがイメージされるアマゾン・ドッド・コムはe

コマースを提供する企業ではないでしょうか？し

かしそれは行っている事業の一部にすぎません。

実は利益の半分はAWS（アマゾン・ウェブ・サー

ビス）というクラウドサービス事業が占めている

のです。アマゾン・ドット・コムはこのサービス

を利用する企業のコスト削減や二酸化炭素排出量

削減にも大きく貢献をしています。また、この事

業は利益率が約25％と非常に高く、年率40％以上

の成長率で規模が拡大しています。

このように、未来の世界（ESG）においてはた

だ企業を除外するだけではなく、社会へ好影響を

もたらし、同時に企業規模の拡大が期待される企

業への投資を行っていきます。

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、投資環境の変化などにより予告なく変更される場合があります。将来の運用成果等を示
唆・保証するものではありません。今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的
としたものではありません。

(年/月）
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未来の世界（ESG）での
投資の視点について教えてください。

※上記の投資の視点は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

私たちは未来の世界（ESG）において「HELP」かつ「ACT」を重視している企業に着目し

ています。

「HELP」とは、Health（健康）、Environment（環境）、 Liberty（自由）、

Productivity（生産性）の頭文字です。

「ACT」とは、Agency（代理）あるいはAlignment（整合性）、Culture（文化）、Trust

（信頼）の頭文字です。

具体的には、Health（健康）とは世界の健康に対して貢献できることを指します。

Environment（環境）とは自然を害していくのではなく、保護・保全に役立っているような企業群

のことです。Liberty（自由）はその企業が、言論の自由や機会均等・プライバシーの自由をしっか

りと守ることができているかどうかということです。そしてProductivity（生産性）は効率的な世

の中へ変化していくなかで、その企業がどのような貢献ができるかということです。生産性はESG

を考えるにあたって、市場が見落としがちですが、私たちとしてはこの観点は非常に重要で、外せ

ないものだと考えています。

同様にAgency（代理）あるいはAlignment（整合性）では企業が従業員だけでなく、株主のこ

ともしっかりと考え、任されている責務をいかに遂行しているかといった点を見ています。また、

Culture（文化）では経営陣が従業員を大切に扱い、新しいチャンスを生み出す環境づくりができて

いるかを重視しています。そしてTrust（信頼）は株主だけでなく、従業員、そして商品、サービス

を利用する人までが信頼することのできる企業かどうかという点で考えています。

私たちはこれらの考え方に基づいて、企業を選定していきたいと思っています。まず

「HELP」の企業を探します。例えば健康促進のお手伝いができる企業や、環境問題に貢献でき

る企業を指します。加えて言論の自由やプライバシーの保護などをしっかり守っていることも考慮

します。なぜなら、グローバル化した現代において、プライバシーについて誤った判断をした企業

は、問題が露見するとすぐに企業の評判が落ちてしまいます。同時に生産性も外すことのできない

ものです。「生産性が高い」ということは、より少ない努力で多くのことを達成できることだと考

えています。そのようなサービスによって、より効率的に社会が回れば、商品やサービスを提供す

るための費用は抑えられるでしょう。生産性の面で貢献できる企業は世の中が変化しても、成長性

が期待できると私たちは考えています。

同時に「ACT」も重視しています。その企業が株主・従業員を大事にし、信用できる企業であ

るかどうかです。

未来の世界（ESG）では世間が一般的に考えるESGの観点だけでなく、健康、環境、自由、生産

性を支援することで世界に真の変化を生み出せるか、正しく動き、適切な文化を持つことで私たち

と社会のどちらにも利益となるような高い信頼性があるかを確認しています。
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特徴的な投資例について教えてください。

TALエデュケーション・グループは幼稚園から高

校に至るまでの児童・生徒を対象とした教育サービ

スを行うことでポジティブな社会的影響を創出して

いると考えており、実際経営陣へのインタビュー等

を通じて好印象を持っています。また、アマゾン・

ドット・コムは、社会の変化によって恩恵を受ける

企業として、引き続き注目しています。

一方で環境への配慮から消費者のニーズが変わり、

それにともなって利益が大幅に伸びる銘柄もあると

考えており、そのような観点で新たに組み入れた銘

柄もあります。例えばアルミ缶を製造する企業が一

例です。現状ではアルミ缶を1個製造するにはペッ

トボトルを製造するコストの約2倍かかりますが、

環境への配慮の高まりにより、消費者のニーズが変

化することで、今後5～10年でペットボトルからア

ルミ缶への切り替えが起きると想定しています。

私たちはこのように社会の変化によって恩恵を受

ける企業へ投資を行っていきたいと考えています。

TALエデュケーション・グループ

理数系を中心とした教育サービスを中国主要
都市で提供している企業です。

【ESG評価ポイント】
幼稚園から高校に至るまでの質の高い教育

サービスやオンラインサービスへの積極的な取
り組みが良い社会的影響を生み出しています。
教育問題がより重視されるなか、このような取
り組みはテクノロジーに精通した世代に選好さ
れ、差別化されたブランド力による利用者数の
さらなる増加が見込まれます。

出所：ブルームバーグおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

組入上位10銘柄（2020年8月末時点）

*1 登記上はケイマン籍となります。
*2 登記上はルクセンブルク籍となります。
※組入銘柄、組入比率はマザーファンドのものを示しています。
※組入比率は、組入株式評価額に対する割合です。
※国・地域は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの基準に基づ
いています。

【株価・売上高の推移】

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、投資環境の変化などにより予告なく変更される場合があります。将来の運用成果等を示
唆・保証するものではありません。今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的
としたものではありません。

※株価はニューヨーク株式市場における推移です。

順位 銘柄名 国・地域 組入比率(%)

1 アマゾン・ドット・コム 米国 8.9

2 TALエデュケーション・グループ 中国
＊1 7.8

3 マスターカード 米国 7.4

4 アドビ 米国 6.4

5 サービスナウ 米国 6.3

6 ズ－ム・ビデオ・コミュニケーションズ 米国 4.9

7 HDFC銀行 インド 4.7

8 セールスフォース・ドットコム 米国 4.4

9 ビザ 米国 4.0

10 スポティファイ・テクノロジー 米国
＊2 3.6

※期間:株価／2015年8月末～2020年8月末（月次）
売上高／2016年2月期～2022年2月期（年次）

ただし、2021年2月期、2022年2月期は
ブルームバーグによるアナリスト予想の集計値。

(年/月)

（組入銘柄数：27）
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主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みま
す。）＊1に実質的に投資を行います。
＊1 DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

●グローバルESGハイクオリティ成長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。）への投資を通じて、株式に実質的に投資を行います。なお、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。

●株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
●実質組入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。このため、基準価額は為替変動
の影響を受けます。

ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、
成長力、ESG＊2への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中か
ら、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。

＊2 「ESG」とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略称です。

●ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を
選定します。

●積極的なESG課題への取り組みとその課題解決を通じて、当該企業の競争優位性が持続的に維持され、
成長が期待される銘柄に注目します。

●マザーファンドの運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・イン
ク＊3 に株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。なお、モルガン・スタンレー・インベス
トメント・マネジメント・インクは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資
判断の一部）を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド＊4に再委託します。

＊3 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのニューヨーク拠点です。
＊4 モルガン・スタンレーの香港法人であり、証券業務、投資銀行業務、ウェルス・マネジメント業務、資産運用業務

等を営んでいます。

ファンドの特色

1

2

分配金に関する留意事項

●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。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



ファンド通信 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：未来の世界（ESG）

※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。
7

当ファンドは、値動きのある有価証券等（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。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。

基準価額の変動要因

ファンドの投資リスク

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、発行企業の業績・経営状況の
変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に
投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因
となります。また、当ファンドは実質的に個別銘柄の選択による投資を行うため、株
式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は
下落する場合があります。

為替変動リスク

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の
円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則
として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当
該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、実質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基準価額が下落する可能性があります。

流動性リスク

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取
引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少な
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要因となります。

信用リスク

有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、
その影響を受け変動します。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、信用格付けが
格下げされた場合等には、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、
基準価額が下落する要因となります。

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、また、取引規制等の
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。海外に投資する
場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当
ファンドは実質的に新興国の株式にも投資を行う場合があります。新興国の経済状況
は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国
のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海
外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の
変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額 購入申込受付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。）

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控除した価額

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。

購入・換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日
には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

換金制限 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・換金申込受付の
中止および取消し

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、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。

信託期間 2030年7月12日まで（2020年7月20日設定）

繰上償還 純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算日 毎年7月14日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

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。
※お申込みコースには、「分配金受取コース」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。

課税関係

当ファンドは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「NISA（ニーサ）」および未
成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」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。

お申込みメモ

※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。



ファンド通信 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：未来の世界（ESG）

※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。
9

ご購入時

購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関す
る事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
※くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

ご換金時

換金時手数料 ありません。

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0.3%の率を乗じて得た額とします。

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）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%（税抜1.68％）

※委託会社の信託報酬には、グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンドの株
式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（モルガン・スタンレー・
インベストメント・マネジメント・インク）に対する報酬（当ファンドの信託財産に属
する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.65％）が含まれます。なお、当該
投資顧問会社に対する報酬には、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドに対する
報酬が含まれます。

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国
での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※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
り異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率1.00％
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0.65％
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03％
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
実行等の対価

お客さまにご負担いただく手数料等について

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。

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、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。
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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（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。ファンド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。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。

委託会社

アセットマネジメントOne株式会社

信託財産の運用指図等を行います。

○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
○ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

受託会社
みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等を行います。

販売会社
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、収益分配金の再
投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

200910JS313588ファンド通信

委託会社その他関係法人の概要

●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。

2020年9月25日時点※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。

販売会社

商号 登録番号等
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

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 ○ ○ ○ ○

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○


