
ファンド通信

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

メディカル・サイエンス・ファンド
（愛称：医療の未来）
追加型投信／内外／株式

販売用資料
2021年3月12日

1

※P.8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。

当ファンドで保有するメディカル・サイエンス企業の2020年10-12月期の決算が出そろいました。組入上位企業についてみていきます。

メディカル・サイエンス企業の業績は今四半期も引き続き堅調

 メディカル・サイエンス企業*の2020年10-12月期決算は引き続き堅調を維持しました。

 2020年10-12月期決算では、医薬品、医療機器といったサブセクターで増収・増益となりました。

 米大統領選挙をめぐる不透明感や医療制度改革、薬価規制等に対する警戒感の後退などを背景に、メディカル・

サイエンス企業の株価は堅調に推移しました。

メディカル・サイエンス企業の決算

※期間：（上段）2019年～2022年（年次）ただし、2021年、2022年はブルームバーグによるアナリスト予想の集計値、（下段）2019年1月31日
～2021年1月29日（日次）＊＊組入比率は当ファンドの組入株式評価額に対する割合であり、2021年1月29日時点のデータ（組入銘柄数：103）。
次ページ以降も同様。※企業の業種はジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下、ジャナス社）の分類。次ページ以降も同様。
※1株当たり純利益はすべての一時的損失および異常損益を除いた調整後1株当たり純利益。次ページ以降も同様。※上記コメントはジャナス社の見
解などをもとにアセットマネジメントOne作成。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
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。

※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。また、将来の運用成果等を示唆・
保証するものではありません。

＊ メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業を指します。

バイデン米政権が始動したものの、国民皆

保険制度の導入をはじめとする政策変更リ

スクに対する懸念は後退しています。仮に改

革が進められたとしても、実際に医療制度が

大幅に見直され、関連企業にネガティブな

影響がおよぶ可能性は低いとみています。

2020年10-12月期決算は、売上高が前年同期比

7.5%増、調整後1株当たり純利益が同35.4%減とな

り、市場予想を上回りました。保険事業において、新型コ

ロナウイルスに関連したコストが上昇したことなどが、調整

後1株当たり純利益の減少に影響しました。一方で、医

療データ等を提供する事業は高い成長を示しました。

医療制度改革
への懸念後退

【売上高および1株当たり純利益】（億米ドル） （米ドル）

（年）

【株価推移】（米ドル）

（年/月）

ユナイテッドヘルス・グループ（米国、組入比率** ：3.47％） ヘルスケア・
サービス
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2020年に買収完了したアラガン（アイ

ルランド）の美容治療薬であるボトックス

の売上高は新型コロナウイルスの感染拡

大以降大きく縮小しましたが、足もとでは、

緊急性の低い治療の需要回復とともに

急回復しています。そのほか、バイオシミ

ラーの開発により主力製品である関節リウ

マチ治療薬のヒュミラの売上高が米国外

で減少している一方で、米国内では引き

続き堅調に拡大しました。また、乾せん治

療薬のスキリージおよび関節リウマチ治療

薬のリンヴォックの売上も拡大しています。

2020年10-12月期決算は、売上高が前年同期比

59.2％増、調整後1株当たり純利益は同32.1％増とな

り、市場予想を上回りました。既存の主力製品である関

節リウマチ治療薬のヒュミラの売上が拡大したほか、2019

年に発売した治療薬の売上高が好調となりました。

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。
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※P.8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。

アッヴィ（米国、組入比率：3.21％）

緊急性の低い
治療の需要も

回復

バイオ
テクノロジー

【売上高および1株当たり純利益】（億米ドル） （米ドル）

（年）

【株価推移】（米ドル）

（年/月）

※期間：（上段）2019年～2022年（年次）ただし、2021年、2022年はブルームバーグによるアナリスト予想の集計値、（下段）2019年1月31日～2021
年1月29日（日次）※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成。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、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。また、将来の運用成果等を示唆・
保証するものではありません。

同社の得意とする皮膚科、眼科領域は

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

る診察の回避、先送りなどにより、2020

年は苦戦しました。また、同様の理由で薬

価が最も高い薬として知られるゾルゲンス

マなど先進的な医薬品の売上も市場予

想を下回りました。会社経営陣は徐々に

通常の医療環境に戻ることで売上が改善

するとしています。 （年/月）

医療環境の
通常化による

売上改善を期待

【売上高および1株当たり純利益】
（億米ドル） （米ドル）

（年）

（米ドル） 【株価推移】

ノバルティス（スイス、組入比率：3.09％） 医薬品

2020年10-12月期決算は、売上高が前年同期比

2.5%増、調整後1株当たり純利益が同1.5%増となり

ました。心不全治療薬のエンレストや、乾せん治療薬のコ

センティクスなど同社が成長ドライバーと位置付ける医薬

品の売上が増加しました。
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メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。
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※P.8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。

※期間：（上段）2019年～2022年（年次）ただし、2021年、2022年はブルームバーグによるアナリスト予想の集計値、（下段）2019年1月31日～2021
年1月29日（日次）※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成。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、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。また、将来の運用成果等を示唆・
保証するものではありません。

1月下旬に新型コロナウイルスのワクチン開

発を中止すると発表しました。既に流通し

ているワクチンと比較して低い効果しか得

られなかったことを理由として挙げています。

同社は新型コロナウイルス治療薬の開発

に資源を振り向けるとしており、早ければ

今四半期中に治療薬に関する臨床デー

タが公表される予定です。

2020年10-12月期決算は、売上高が前年同期比

5.4%増、調整後1株当たり純利益が同13.8%増とな

りました。主力製品である免疫系抗がん剤のキイトルー

ダの売上高が同28%増と好調を維持し、業績をけん引

しました。また、2021年の売上が8～12%増加するとの

ガイダンスを発表し、市場予想を上回りました。

メルク（米国、組入比率：3.00% ）

【売上高および1株当たり純利益】（億米ドル） （米ドル）

（年）

新型
コロナウイルスの
治療薬の開発に

注力

【株価推移】（米ドル）

（年/月）

医薬品

2020年10-12月期決算は、売上高が前年同期比

28.7％増、調整後1株当たり純利益は同52.6％増と

なり、市場予想を上回りました。事業別では、検査機器

の売上が同111.1%増と大きく増加しました。

アボット・ラボラトリーズ（米国、組入比率：2.43％）

【売上高および1株当たり純利益】
（億米ドル） （米ドル）

（年）

【株価推移】（米ドル）

（年/月）

医療機器
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FDA（米食品医薬品局）より緊急使用

許可を取得した新型コロナウイルス検査

キットの提供が開始され、売上に大きく貢

献しました。そのほか、糖尿病患者向けグ

ルコース測定器のFreeStyleリブレの売

上は前年同期比41％増となりました。経

カテーテル治療機器であるマイトラクリップ

の第4世代が欧州で承認されるなど、新た

な医療機器の開発も順調に進んでいます。

新型
コロナウイルスの
検査キット
提供開始
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米大統領選挙・上下両院議員選挙を終え、医療制度

改革、薬価規制等に対する警戒感は後退しています。ま

た、がんや筋ジストロフィーなど複数の難病に対する遺伝

子治療や、精密腫瘍学など多くの最先端技術においても、

飛躍的な進歩がみられると期待されています。加えて、新

型コロナウイルスのワクチンや治療薬、PCR検査の需要は

継続しており、医薬分野に対する評価は高まっています。

今後の政策は薬価規制や医療制度の改革案と先進的

な研究開発の保護のバランスをとる可能性が高くなると予

想しています。

当ファンドでは、業界の成長エンジンともいうべき技術革

新の恩恵を最も享受できるバイオテクノロジー関連企業へ

の積極投資を継続しました。一方、ヘルスケア・サービス関

連企業、医薬品関連企業への投資を引き続きやや抑制

しました。

今後も割安な銘柄を発掘し、治療の科学的効果と、事

業として成功する可能性の両面から徹底的な分析を行う

ことで、中長期的に高いリターンを期待できる銘柄へ投資

していく方針です。

米国企業の10-12月期収益はエネルギーセクターや資

本財・サービスセクターでは苦戦を強いられているものの、多

くのセクターで回復基調となっています。

2020年10-12月期決算におけるヘルスケアセクターの

売上高は前年同期比で15.7％、利益は同16.8％とそれ

ぞれ増加しました。医薬品、医療機器といったサブセクター

での増加率が大きくなりました。

また、個別銘柄では新型コロナウイルスのPCR検査に関

連した機器の販売が好調だった医療機器関連企業のサー

モ・フィッシャー・サイエンティフィックや、新薬の売上高が好

調となったバイオテクノロジー関連企業のアッヴィが高い収

益成長を示しました。

11月には、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待が

高まったことや米大統領選挙の結果が判明しつつあり、増

税や規制に関して急激な政策変更は生じないとの判断が

広がりました。投資家にとってはリスクを取りやすい状況とな

り、出遅れ感のあった景気敏感株を中心に株式市場は上

昇基調となりました。ディフェンシブな特性を持つヘルスケア

セクターの株価は株式市場全体よりも小幅な上昇となりま

した。その後は感染拡大の状況に左右される展開となるな

か、ヘルスケアセクターの株価も堅調に推移しました。

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）

4

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。
※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成

ファンドマネジャーからみなさまへ

※P.8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。

※上記見通しと運用方針は、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。

□今四半期の決算について

【当ファンドの組入上位10銘柄】

※2021年1月29日時点
※比率は組入株式評価額に対する割合です。

組入銘柄数：103銘柄

※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。また、将来の運用成果等を示唆・
保証するものではありません。

順位 銘柄 国・地域 業種 組入比率(%)

1 アストラゼネカ 英国 医薬品 3.80

2 ユナイテッドヘルス・グループ 米国 ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ 3.47

3 アッヴィ 米国 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 3.21

4 ロシュ・ホールディング スイス 医薬品 3.10

5 ノバルティス スイス 医薬品 3.09

6 メルク 米国 医薬品 3.00

7 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック 米国 医療機器 2.44

8 アボット・ラボラトリーズ 米国 医療機器 2.43

9 イーライリリー 米国 医薬品 2.40

10 ボストン・サイエンティフィック 米国 医療機器 2.36
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※P.8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。

2021年1月29日時点

※期間：2014年7月31日（設定日前営業日）～2021年1月29日（日次）
※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。

運用実績の推移

（円） （億円）

（年/月/日）

基準価額・純資産総額

※基準価額は1万口当たり。

騰落率（税引前分配金再投資）

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、 実際の投資利回りとは異なります。
※各期間は、基準日から過去の月末に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

※期間：第1期（2015年1月23日）～第13期（2021年1月25日）
※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、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。

分配金実績（税引前)

3,000円

800円

50円
200円

160円

（円）

200円

0円 0円 0円 0円

670円

140円

基準価額 12,015円

純資産総額 401億円

１ヵ月 ３ヵ月 １年 3年 設定来

1.88% 11.63% 13.11% 27.75% 86.44%

設定来分配金 5,870円

650円

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

純資産総額（右軸）
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この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

○

○

(*)株式の運用およびそれに付随する為替取引を指します。

○ 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

※ 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。

○ 株価変動リスク…………

○ 為替リスク………………

○ 業種および個別…………

銘柄選択リスク

○ 信用リスク………………

○ 流動性リスク……………

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。

当ファンドが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。

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。

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、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。

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。

当ファンドは、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。

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。

当ファンドは、業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので、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当ファンドの基準価額は下がる場合があります。

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)

運用に当たっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部(*)を委託します。

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業の株式に投資します。

・メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業
 を指します。
・医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、急速な拡大が期待される医療需要をとらえて成長する世界の
 メディカル・サイエンス分野に着目します。

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）
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※P.8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。



ファンド通信 メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）

7
※P.8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。

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。）

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

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

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。

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。

2029年7月19日まで（2014年8月1日設定）

・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

・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合

・やむを得ない事情が発生した場合

毎年1月および7月の各23日（休業日の場合は翌営業日）

年2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。

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。

※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。

●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。

ありません。

ありません。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

信託期間

決算日

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。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」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。

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

繰上償還

収益分配

課税関係

その他の費用・

手数料

運用管理費用

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）

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。

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。

換金手数料

信託財産留保額

購入時手数料

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。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.98％（税抜1.80％）
（信託報酬）

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）

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。

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

購入・換金
申込不可日



ファンド通信

　投資信託は、

　①

　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

当資料のお取扱いについてのご注意

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。

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。

当ファンドは、株式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。

収益分配金に関する留意事項 ◆

◆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＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

◆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/

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来）
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※P.8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。

月報待ち

○印は協会への加入を意味します。 2021年3月12日現在

●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＞

※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。 （原則、金融機関コード順）

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）

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

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 ○ ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社第四北越銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社三重銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第11号 ○

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 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1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 ○ ○ ○

株式会社大東銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第17号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○

岐阜信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第35号 ○

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第6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 ○ ○ ○

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 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第37号 ○

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 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第36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 ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1977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 ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第8号 ○

株式会社第三銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第16号 ○ ※1


