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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞
（愛称：グレート・アメリカ）
追加型投信/海外/株式

米国市場の動向とインフラ関連株式の魅力
2017年前半の米国株式市場


2017年上半期の米国株式市場は堅調に推移し、NYダウとS&P500種指数は約8%上昇しました。年初の
上昇要因となったトランプ政権による景気刺激策への期待感が後退したあとも、堅調な企業業績の伸びや
長期金利の低位安定に支えられ、底堅い値動きとなりました。ただ、米経済指標の一部に陰りが見えるほ
か、再びトランプ政権をめぐる不透明感が台頭しており、足元では一進一退の展開が続いています。

S&P500業種別指数の累積リターンと米国10年債利回りの推移
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※期間：2013年12月末～2017年6月末（月次）
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
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※10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。
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米国企業業績の見通し


2017年は10％超のEPS（1株当たり利益）成長をアセットマネジメントOneでは予想していますが、エネル
ギー・セクターの影響が大きいことから、エネルギー・セクターを除くベースでは+6～7％程度と想定して
います。また、トランプ大統領が掲げる法人減税が実行されれば、2018年以予想降の企業利益の押し上げ
要因となりますが、市場予想にはまだ織り込まれてないものと見られます。

予想PERの推移

EPSの動向と見通し
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＊2017年以降のEPSの見通しは2017年6月末時点のアセットマネジメントOneの試算を示したものであり、将来の実現可能性等を示唆・保証するものでは
ありません。※期間：EPSは2011年～2018年（年次）、予想PERは2013年12月末～2017年6月末（日次） ※米国企業のEPSおよびPERは
S&P500種指数を使用。 出所：ブルームバーグ等のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

米国市場の見通し



雇用市場の回復を背景に米国の平均時給は上昇しており、今後のインフレ圧力の高まりが米国の金利水準
を押し上げる可能性があります。
一方で、原油価格は足元再び弱含んでおり、今後50米ドル/バレルで推移すると仮定した場合、対前年比
での原油価格の上昇は、今後急速に剥落することが想定されます。

米非農業部門雇用者数と米平均時給変化率の推移
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※期間：2007年3月~2017年6月（月次）
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
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※期間：2014年3月末~2018年3月末（月次）、ただし2017年7月以
降は今後原油価格が50米ドル/バレルで推移すると仮定した場合の試算値
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

※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。
※10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。
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米国株式市場の見通し（シナリオ１）



過去のPERを前提に、予想EPS(1株当たり利益)およびS&P500種指数について以下の水準を想定。
市場は法人税減税を織り込んでいて、予想レンジの下限に基づいて適正PERを15倍と判断している場合。

2017年予想
EPS (1株当たり利益)

132米ドル

米法人減税

2018年予想
EPS (1株当たり利益)
＜法人減税考慮前＞

2018年予想
EPS (1株当たり利益)
＜法人減税考慮後＞

35%→20 %
米国内収益

米国内収益

78米ドル*

96米ドル

160米ドル

142米ドル
米国外収益

64米ドル*
市場コンセンサスは
146米ドル
金融・エネルギーの
市場の増益予想が高
すぎる?

想定S&P500種指数
PER (株価収益率)

×
15倍

想定S&P500種指数

2,400

≒

＊1株当たり利益のうち、約60％が米国内、約40%が米国外によるものと仮定

米国株式市場の見通し（シナリオ２）



過去のPERを前提に、予想EPS(1株当たり利益)およびS&P500種指数について以下の水準を想定。
市場は法人税減税は織り込んでおらず、予想レンジの上限に基づいて適正PERを17倍と判断している場合。

2017年予想
EPS (1株当たり利益)

2018年予想
EPS (1株当たり利益)
＜法人減税考慮前＞

132米ドル

142米ドル

市場コンセンサスは
146米ドル
金融・エネルギーの
市場の増益予想が高
すぎる?

2018年予想
EPS (1株当たり利益)
＜法人減税考慮前＞

2018年予想
EPS (1株当たり利益)
＜法人減税考慮後＞

160米ドル

142米ドル

×
17倍

想定S&P500種指数
PER (株価収益率)

×
17倍

2,415

想定S&P500種指数

2,720

≒

≒

※上記は2017年6月末時点のアセットマネジメントOneの試算を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
出所：ブルームバーグ等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。
※10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。
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（愛称：グレート・アメリカ）

老朽化する米国のインフラ



世界一の経済規模を誇る超大国として君臨する一方で、インフラの改善は米国の課題とされています。
米国土木学会（ASCE）より、2017年のインフラスコアが2013年と同様のD+（劣る）と発表されまし
た。B（良い）に上げるために必要なインフラ投資額は3.6兆米ドルから4.6兆米ドルに増加しており、一
部で改善が見られるもののインフラ老朽化の抜本的な改善には至らず、インフラ投資が望まれる状況が続
いています。

インフラ総合スコア: 1988年→2017年

1988年

1998年

総合評価

総合評価

C

2009年
総合評価

D

2017年

2013年
総合評価

D

総合評価

D+

D+

セクター内訳スコア: 2013年→2017年
道路

橋

エネルギー

上水道

D→D

C+ → C+

D→D

D→D

都市圏の高速道路では、
約５分の２が混雑、約
５分の１の舗装が劣化
した状態にあります。

構造的な欠損のある橋
が全体の約9%を占め、
その通行量は毎日180
万台以上にのぼります。

石油・ガスのパイプラ
インの事故件数が増え、
安全問題が深刻化して
います。

水道管の破裂により、
毎 年 約 60 億 ガ ロ ン
(1,500万世帯を支えら
れる量)の飲料水が漏水
しています。

※評価は、高い順からA→Fの５段階 出所：米国土木学会”2017 Report Card America’s Infrastructure”をもとにアセットマネジメントOne作成

米国のインフラ投資により期待される効果


現在、米国のインフラは老朽化・未整備が大きな問題となっていますが、改善を進めることで様々な
効果が期待できます。
健康状態の改善

年間で

GDP
（国内総生産） 約

3,900億米ドル

*1の機会損失の緩和

2015年のGDP（約16兆4,000億米ドル*2）の約2.4%

輸送コストの低減

年間で

一世帯当たり
の所得

約

コミュニケーションの
円滑化

3,400米ドル

*3の負担軽減

2015年の家計所得（中央値）は約56,500米ドル*4

※上記はあくまでもイメージであり、個別の投資計画等を前提とした
ものではないため、実際にはこれと異なる場合があります。

*1 日本円換算で約45兆6,000億円 *2 日本円換算で約1,918兆1,000億円 *3 日本円換算で約40万円 *4 日本円換算で約660万円
※1米ドル＝116.96円（2016年12月末時点）※上記*1および*3はASCEによる試算値。ASCEは2016年～2025年の間に米国の必要投資額が約1兆
4,000億米ドル不足するとみているが、仮にこの不足分が補てんされれば、上記*1および*3の機会損失や負担が軽減されると考えられる。
出所：米国土木学会“2016 Failure to Act：Closing the Infrastructure Investment Gap for America’s Economic Future”、国際通貨基金
(IMF)“World Economic Outlook Database,October 2016”、米国勢調査局、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
※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。
※10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。
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米国のインフラ投資実施に向けた動き
全米の上水道配備に3,840億米ドルの投資需要
米環境保護庁（EPA）は、上水道の整備のために必要な投資額を
4年ごとに調査しています。2013年公表の試算によると、2011
年から2030年までの間に、全米で3,840億米ドルの投資が必要
であるとされ、カリフォルニア州だけでも450億米ドルの投資が
求められています。
※画像はイメージです。

進むPPP*――水道インフラに15億米ドルの政府融資

トランプ大統領は5月5日、2014年に創設された連邦政府による水道インフラプロジェクトへの融資制度
WIFIA（Water Infrastructure Finance and Innovation Act）に対し、800万米ドルの追加融資を承認
しました。これにより同制度による2017年度の合計融資可能額は15億米ドルに増加しました。

全米知事協会が428事業の要望書をトランプ政権に提出
全米知事協会（NGA）は2月8日、トランプ大統領のインフラ投資政策に盛り込む優先プロジェクトとし
て、428の事業リストを政権に提出しました。リストには全米49の州と統治領に関するプロジェクトが含
まれています。
* PPP： 官民パートナーシップ（Public-Private Partnership）
出所：米環境保護庁のデータ、各種報道等をもとにアセットマネジメントOne作成

米国のインフラ投資拡大に向けた政策のイメージ


トランプ大統領の掲げるインフラ政策では、10年間で公共投資・民間投資の合計1兆米ドル規模の官民イ
ンフラ投資を目指しています。

2017年1月
トランプ大統領の就任
2009年2月成立
米国復興・再投資法

リーマン・ショック後の雇用
維持・創出が目的
インフラ、教育、保険等への
財政支出増加

2015年12月成立
米国陸上交通修復法

5年で3,050億米ドルの予
算を承認
道路、橋梁や鉄道敷設へ投
資

2016年大統領選挙時
共和党公約
インフラ関連PPPの為
の法整備
インフラ運営機関の改革
（空港等）

オ バ マ 政 権 時

10年間で1兆米ドル規模の
官民インフラ投資を目指す

出所：ホワイトハウス“2014 Economic Report of the President”、各種報道等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。
※10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。
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米国のインフラ整備費用の大半は州政府が担う


交通・水道インフラ整備に係る予算では、州・地方政府による費用負担が連邦政府を大きく上回って
います。
建設費用

管理・メンテナンス費用
連邦政府
274億米ドル
12%

連邦政府
688億米ドル
38%
州・地方政府
1,119億米ドル
62%

州・地方政府
2,078億米ドル
88%

※上記は2014年度の交通・水道インフラ整備費用の負担割合
出所：米議会予算局（CBO）のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

トランプ大統領によるインフラ投資に関連した大統領令等



トランプ大統領は、2017年1月24日の大統領令で、スマート・グリッドや、通信システム、港湾、空
港、パイプライン、橋梁、高速道路などを重要インフラと位置づけています。
トランプ大統領は、1月24日にキーストーンXLパイプラインとダコタ・アクセス・パイプライン計画の
再開・推進を内容とする大統領覚書に署名しました。

大統領令
1月24日
大統領覚書

1月24日

項目

内容

インフラ投資促進
（規制緩和）

スマート・グリッドや通信システム、港湾、空港、パイプライン、
橋梁、高速道路など重要なインフラ投資に関する規制当局の評価・
承認プロセスの迅速化を指示

ダコタ・アクセス・パイ
プラインの建設
キーストーンXLパイプラ
インの建設

ダコタ・アクセス社によるダコタ・アクセス・パイプライン建設申
請を承認の方向で再検討
トランスカナダ社に対するキーストーンXLパイプライン建設の再申
請を推進

国内パイプライン建設

商務長官は180日以内に国内パイプライン計画を提出

インフラ投資促進
（財政出動）

1兆米ドルのインフラ投資を議会に要請。公的資金のほか民間からも
資金調達

インフラ投資促進
（財政出動・規制緩和）

1兆米ドルの官民インフラ投資を促すため2,000億米ドルのインフラ
投資を予算に盛り込む

施政方針演説
2月28日
予算教書
5月23日

※2017年5月時点
出所：各種報道、政府資料等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。
※10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。

6

ファンド通信

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞
（愛称：グレート・アメリカ）

ファンドの特色

1

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式＊に実質的に投資を行います。
●生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企
業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指します。
ファンドにおける、生活インフラ関連企業とは、以下の関連企業を指します。

インフラ運営関連企業

人々の生活に必要不可欠な設備やサービスの運営・提供に携わる企業
企業例：通信、水道、石油、ガス、電力等、インフラ施設の管理・運営を行う企業など

インフラ開発関連企業

インフラの整備・構築等に携わる企業
企業例：建設、素材（鉄鋼、セメントなど）、運輸、銀行等、インフラの構築に携わる企業など

●米国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
●米国の株式への投資は、米国インフラ関連株式マザーファンド受益証券を通じて行います。
●株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
＊米国の株式のほかに、米国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託（リート）にも実質的に投資する場合が
あります。

2

投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を
機動的に変更します。

3

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」から、お客さまのニーズに合わせて選択できます。
なお、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。

●「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合は、マクロ経済環境や市場の動向等を勘
案して決定します。
●個別企業の財務状況、利益成長性、株価割安度等の分析を行い、ボトムアップで組入銘柄を決定します。
●銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。

＜為替ヘッジあり＞原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。
ただし、為替リスクを完全に排除できるものではありません。
＜為替ヘッジなし＞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。
※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチング時には、税金、スイッチ
ング手数料がかかる場合があります。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
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。

※10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

ファンド通信

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞
（愛称：グレート・アメリカ）

ファンドの投資リスク
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けます
が、運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、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、下記の変動要因により基準価額が下落し、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

※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。

ファンドは実質的に株式に投資しますので、株式市場の変動により基準価額は上下します。
なお、ファンドは米国の生活インフラ関連企業の株式を主要投資対象としますので、米国の株式市場全体

株価変動リスク

の値動きとファンドの基準価額の値動きは大きく異なることがあります。また、投資環境に応じて「イン
フラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」への投資配分を機動的に変更しますが、結果的に株式投
資収益率が低い銘柄への投資配分が大きかった場合等では、株式市場全体が上昇する場合でもファンドの
基準価額は下がる場合があります。
<為替ヘッジあり>
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざし
ますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為
替ヘッジには、円金利がヘッジ対象通貨よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることに

為替リスク

ご留意ください。
<為替ヘッジなし>
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組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となり
ます。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に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

流動性リスク

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。

リートの
価格変動リスク

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産
市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。ファンドは、実質的にリートに投資する
場合がありますので、これらの影響を受け、基準価額が上下する可能性があります。
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、ファンドが実質的に投資する

信用リスク

リートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される
場合等には、投資した資産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。

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。

※10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。
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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)
購入単位

各販売会社が定める単位（当初元本：1口＝1円）

購入価額

お申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金

お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。

換金単位

各販売会社が定める単位

換金価額

換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金

原則として換金のお申込日より起算して5営業日目から支払います。

申込締切時間
購入・換金不可日
換金制限
購入・換金申込受付
の中止および取消し

原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。
ニューヨーク証券取引所、または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・スイッチングのお申込みの
受付を行いません。
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。
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・スイッチングのお
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・スイッチングのお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間

2027年2月16日までです。（設定日：2017年2月17日）

繰上償還

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、当該信託を終了する場合があります。
①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合
②各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合
③やむを得ない事情が発生した場合

決算日

原則として毎年2月および8月の各16日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年2回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。
※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

課税関係

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。

スイッチング

＜為替ヘッジあり＞＜為替ヘッジなし＞の2つのファンド間でスイッチングができます。
スイッチングとは、すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい、ファンドの換金代金
が購入代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定める手数料がかかる場合があります。
※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

お客様にご 負担いただく 費用について(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等については、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。
詳細については、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等には、税込手数料等が変更となることがあります。
※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。
●購入時
購入時手数料
スイッチング手数料

購入価額に3.24％（税抜3.00％）を上限として 各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。
購入時手数料を上限として 各販売会社が定める手数料率とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

●換金時
換金手数料

ありま せん 。

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）
その他費用・手数料

信託財産の純資産総額に対して年率1.674％（税抜1.550％）を日々ご負担いただきます。
組入有価証券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、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が
信託財産から支払われます。（その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示
することができません。）

※10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。
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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。
○ 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計
算に含まれておりません。
○ 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。
○ 当ファンドは、実質的に株式およびリート（不動産投資信託）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）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。

◆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 ◆
＜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
＜受託会社＞株式会社りそな銀行
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞アセットマネジメントOne U.S.A.・インク

◆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/

【各指数の著作権等】
・世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）及びStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCI及びS&P
の独占的権利及びサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものである。MSCI、S&P、及び、GICS 又はGICSによ
る分類の作成又は編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準及び分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保
証をなさず、これらの当事者は、かかる基準及び分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性及び特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明
示的に排除する。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、及び、GICS 又はGICSによる分類の作成又は編纂に関与した第三者
は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含む。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた
場合であっても、一切の責任を負うものではない。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

※10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。
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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）
2017年7月12日現在

○印は協会への加入を意味します。

商号

登録番号等

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

株式会社りそな銀行

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号

○

○

株式会社埼玉りそな銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号

○

○

株式会社みちのく銀行

登録金融機関 東北財務局長（登金）第11号

○

株式会社大垣共立銀行

登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号

○

○

株式会社滋賀銀行

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号

○

○

株式会社近畿大阪銀行

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号

○

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

○

株式会社山陰合同銀行

登録金融機関 中国財務局長（登金）第1号

○

株式会社愛知銀行

登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号

○

株式会社西京銀行

登録金融機関 中国財務局長（登金）第7号

○

朝日信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号

○

豊田信用金庫

登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号

○

第一生命保険株式会社

登録金融機関 関東財務局長（登金）第657号

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号
株式会社

○

ごうぎん証券株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号

○

めぶき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771号

○

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

○

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

○

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

○

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

○

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

○

第四証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号

○

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

○

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

○

ひろぎん証券株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号

○

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

○

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

○

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

○

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

○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●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。
●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

※10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。

備考

（原則、金融機関コード順）

170725JS313570.71ファンド通信
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