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技術革新

中長期テーマの選定と
企業調査に実績ある
日興アセットの目利き力

インカム収益を下支えに
世界の技術革新と企業の成長力
に着目し、めざすは資産の成長

クッション

伸び盛り

中長期の成長テーマに関連する企業

業種を問わず投資魅力の高い企業

先進国

新興国

インカム収益によって株式戦略部分を支える“クッション役 ”

成長が期待される若い企業を
業種を問わず選定

活力ある新興国で
成長が期待される企業を選定

社会の大きな変化を踏まえ
中長期の成長分野を選定

まず中長期の
成長分野を見定め、

その中で有望企業を選別

まず中長期の
成長分野を見定め、

その中で有望企業を選別
〈成長分野の例〉〈成長分野の例〉

テーマや業種を絞らずに
成長余地の大きい企業を

幅広く選別

テーマや業種を絞らずに
成長余地の大きい企業を

幅広く選別

※上記は資料作成時点のものであり、今後変更される場合があります。

今後ますます 「全部が一律に伸びる世の中」ではないはず。
とはいえ、１つのテーマに絞るのも難しいし、頻繁な売買も好まない。
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技術革新

　社会の大きな変化を踏まえ、中長期の　成長分野を選定

ロボティクスロボティクス フィンテックフィンテック
世界的課題の克服に向けた、骨太で息の長い成長テーマ 経済と表裏一体の「お金」に起こるデジタル革命

ロボティクスが改善を可能にする

労働問題

米国では、
生産年齢人口の約4割が
1980年代～2000年代初頭に
生まれたミレニアル世代

少子高齢化に伴なう
労働力補完

　ロボティクスが後押しする豊かな生活 フィンテック普及を加速させる
ミレニアル世代

ロボット導入による
労働コスト削減

キーワード

ロボット AI
（人工知能）

IoT
（モノのインターネット）

先進国では 新興国では

新たな金融ニーズ対応で加速する

フィンテック

決済や売買を実現 スマート
フォンで
簡単送金

キーワード

モバイル決済 暗号資産 ミレニアル

自動運転 スマートハウス ドローン

その他

グローバル・ロボティクス戦略 グローバル・フィンテック戦略

世界の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資を行ないます。 世界の株式の中から、主にフィンテック関連企業の株式に投資を行ないます。

代表的な
銘柄例

キーエンス
■業種 ： 情報技術 （日本）

ＦＡ（ファクトリーオートメー
ション）向けセンサーを主力
とするメーカー。センサーは
ロボティクス分野の多くで
重要な役割を果たす。

ブロック（旧スクエア）
■業種 ： ソフトウェア・サービス （米国）

小規模な小売店やレストラン、
個人向けにスマートフォンや
タブレット端末を活用した、
初期投資の少ない決済用の
小型カードリーダーを提供。

コインベース・グローバル
■業種 ： 各種金融（米国）

最も信頼される暗号資産取
引所の1つ。2012年に設立さ
れ、暗号資産関連の各種サー
ビスを提供。

※代表銘柄は、2023年1月末時点において、各戦略で投資する投資信託証券の組入上位10銘柄よりご紹介しています。また、写真はイメージです。
※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の 組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
※上記グラフ・データは過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

出所：Statista

人口動態の変化やテクノロジーの進化の中で注目　 される 「ロボティクス」 と 「フィンテック」

Euromonitor Internationalのデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

代表的な
銘柄例

オンライン上で 銀行口座がなくても

ロックウェル・オートメーション
■業種 ： 資本財・サービス （米国）

幅広い顧客層の、様々な分野
におけるオートメーション化を
サ ポ ート 。シ ス テ ム 、セ
キュリティなど のトー タ
ル・ソリューションを提供する。
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産業用ロボット市場の推移
（2019年～2027年予想）
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※2021年以降は2021年時点の予想値です。 ※2023年以降は予想値
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新 興 国 株 式先 進 国 株 式
成長が期待される若い企業 を業種を問わず選定 活力ある 新興国で成長が期待される企業 を選定

飛躍的な成長期待飛躍的な成長期待
IPO後5年以内の企業群IPO後5年以内の企業群

成熟企業成熟企業

起業した企業群（未上場）起業した企業群（未上場）

企業の成長とIPOのイメージ 国の経済成長と企業の発展イメージ

※代表銘柄は、2023年1月末時点において、各戦略で投資する投資信託証券の組入上位10銘柄よりご紹介しています。また、写真はイメージです。
※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の 組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ジャパン・グローイング・ベンチャー戦略  ＵＳグローイング・ベンチャー戦略 新興国リード・ストック戦略
主として、わが国の上場株式の中から、公開後5年以内の革新
的な高成長新興企業（＝グローイング・ベンチャー）に投資を
行ないます。

ユニリーバ・インドネシア
■業種 ： 家庭用品・パーソナル用品（インドネシア×英国）

イーハイ・ケリー・アラワナ・ホールディングス
■業種 ： 食品・飲料・タバコ（中国×シンガポール）

ウーバー・テクノロジーズ
■業種 ： 資本財・サービス（米国）

主として、米国の上場株式＊の中から、公開後5年以内の革新
的な高成長新興企業に投資を行ないます。
＊米国に上場する他国企業の株式を含みます。

新興国企業の中でも、先進国資本を取り入れることで、成長の恩恵をより多く享受することが期待される「先進国資本エマージング
株式（リード・ストック株式）」への投資を行なうことにより、 高い値上がり益の獲得をめざします。

※上記はイメージです。※上記はイメージです。

伸 び 盛 り

IPO（新規株式公開）により、資金調達機会の拡大や信用力・知名度などを獲得した企業は、
事業基盤の拡大に向けたさまざまな施策が可能となることから、飛躍的な成長を遂げる
と期待されます。

国が発展する際、成長加速期にある「中所得国」から「高所得国」へ飛躍できるかどうか
は、技術革新や産業の高度化、人材育成などの成否が決め手となります。そうした成長
加速の押し上げ役として、先進国資本が大きな役割を果たすと考えられます。

設備投資や
研究開発 信用力向上 M&Aなどの

積極化IPO
（資金調達機会の拡大）

IPO
（資金調達機会の拡大）

高所得国
～安定成長期～

中所得国
～成長加速期～

低所得国
～成長初期～

国際競争力を高めながら、
幅広い産業で自国企業の収益拡大

成長の源泉が、内需へと拡がり、
市場整備や産業拡大による成長加速をめざす

成長加速に必要な主要素成長加速に必要な主要素

自国の民間企業が中心

国営企業が中心

技術やノウハウの取得により、
経済基盤（インフラ）が整備される

先進国資本エマージング企業先進国資本エマージング企業
経営や資本に強みを持つ

がけん引役に

経営や資本に強みを持つ

がけん引役に

技術革新 産業の高度化 人材育成

安
定
成
長
へ1

人
当
た
り
G
D
P

時間の経過

伸び盛り

テーマや業種を絞らずに成長余地の大き  い企業を幅広く選別

代表的な
銘柄例

代表的な
銘柄例

代表的な
銘柄例

アプリ上での配車サービス「Uber」や
レストランなどからのデリバリーサービス

「 U b e r E a t s 」を
世界各地で展開。

【2019年5月上場】

世界有数のブランド力
を強みとし、インドネシ
アの人々の暮らしを支
える日用品メーカー。

キッチンフードや食品原材料、
油脂技術製品などの卸業や
投資事業を行なう。シンガ
ポールのウィルマー・インター
ナショナルのグループ会社。

テンポイノベーション
■業種 ： 不動産業（日本）
店舗物件を賃借し、飲食店テナント
に転貸する、店舗専門の転貸借事業

を行なう。

【2017年10月上場】
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伸 び 盛 り

IPO（新規株式公開）により、資金調達機会の拡大や信用力・知名度などを獲得した企業は、
事業基盤の拡大に向けたさまざまな施策が可能となることから、飛躍的な成長を遂げる
と期待されます。

国が発展する際、成長加速期にある「中所得国」から「高所得国」へ飛躍できるかどうか
は、技術革新や産業の高度化、人材育成などの成否が決め手となります。そうした成長
加速の押し上げ役として、先進国資本が大きな役割を果たすと考えられます。

設備投資や
研究開発 信用力向上 M&Aなどの

積極化IPO
（資金調達機会の拡大）

IPO
（資金調達機会の拡大）

高所得国
～安定成長期～

中所得国
～成長加速期～

低所得国
～成長初期～

国際競争力を高めながら、
幅広い産業で自国企業の収益拡大

成長の源泉が、内需へと拡がり、
市場整備や産業拡大による成長加速をめざす

成長加速に必要な主要素成長加速に必要な主要素

自国の民間企業が中心

国営企業が中心

技術やノウハウの取得により、
経済基盤（インフラ）が整備される

先進国資本エマージング企業先進国資本エマージング企業
経営や資本に強みを持つ

がけん引役に

経営や資本に強みを持つ

がけん引役に

技術革新 産業の高度化 人材育成

安
定
成
長
へ1

人
当
た
り
G
D
P

時間の経過

伸び盛り

テーマや業種を絞らずに成長余地の大き  い企業を幅広く選別

代表的な
銘柄例

代表的な
銘柄例

代表的な
銘柄例

アプリ上での配車サービス「Uber」や
レストランなどからのデリバリーサービス

「 U b e r E a t s 」を
世界各地で展開。

【2019年5月上場】

世界有数のブランド力
を強みとし、インドネシ
アの人々の暮らしを支
える日用品メーカー。

キッチンフードや食品原材料、
油脂技術製品などの卸業や
投資事業を行なう。シンガ
ポールのウィルマー・インター
ナショナルのグループ会社。

テンポイノベーション
■業種 ： 不動産業（日本）
店舗物件を賃借し、飲食店テナント
に転貸する、店舗専門の転貸借事業

を行なう。

【2017年10月上場】
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■■■■

■■■■

■■■■

世界の株式の中から「イノベーション株式」「アーリー・ステージ株式」というテーマに
基づき、投資戦略を選定します。

「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減
も図りながら、インカム収益の獲得をめざします。

投資信託証券の組入比率の決定については、日興アセットマネジメント アジア リミテッド
からの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。

＜為替ヘッジについて＞
・ 株式における外貨建て資産への投資に際しては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ 債券における外貨建て資産への投資に際しては、投資対象ファンドの方針に基づき、高位に為替ヘッジを行ないます。
※為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

なお、為替ヘッジを行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。
また、対象資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な
為替ヘッジ効果が得られないことがあります。

メ ガ ト レ ン ド
インカム収益によって株式戦略部分を支える“クッション役 ”

グローバル・インカム戦略グローバル・インカム戦略

投資環境や銘柄調査
などに応じて

機動的な銘柄選択を実施

投資環境や銘柄調査
などに応じて

機動的な銘柄選択を実施

先進国債券 新興国債券

投資適格社債 ハイ・イールド社債

モーゲージ証券 バンクローン デリバティブ

主な
投資対象

世界株式：MSCI ACワールド指数（配当込み）
米ドルベースの指数を日興アセットマネジメントが円換算。
※上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、当ファンドが投資対象とする外国投資信託と同様の運用
戦略を用いたPIMCOインカム戦略の複数のグローバル個別口座
の運用残高の合計です。
円換算金額は、2023年1月末の為替レート（1米ドル＝130.09円）。

出所：PIMCO※上記データは、グローバル・インカム戦略における投資信託証券
の運用について理解を深めていただくために、実質的に同様の
運用戦略を用いる既存ファンド（類似ファンド）の過去の運用実績
を示したものであり、当ファンドの投資対象である当該投資信託
証券の将来の運用成果などを約束するものではありません。

※上記は、当該投資信託証券（2018年2月設定）が類似ファンドと
同様のリターンやリスクを達成することを約束するものではあり
ません。また、運用資産の規模、設定・解約に伴なう資金流出入
額なども異なるため将来の運用成果も異なります。

※為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジ
を行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。また、対象資産の通貨と異なる
通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。

「グローバル・メガピース」では、中長期的な資産運用をより有効なものとすべく、グローバル・インカム
戦略を取り入れ、インカム収益の獲得をめざします。

世界各国（新興国を含みます。）の債券などに実質的に投資を行ない、インカムゲインの最大化と長期的な値上がり益の獲得
をめざします。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行ないます。

ご参考

グローバル・インカム戦略は、 
株式戦略部分を支える“クッション役”

グローバル・インカム戦略を担う
PIMCOの関連資産残高

【同様の運用戦略を用いる類似ファンドの運用実績】
（2014年3月末～2023年1月末）

【PIMCOインカム戦略の運用資産残高】
（2007年3月末～2023年1月末）
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■■■■

■■■■

■■■■

世界の株式の中から「イノベーション株式」「アーリー・ステージ株式」というテーマに
基づき、投資戦略を選定します。

「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減
も図りながら、インカム収益の獲得をめざします。

投資信託証券の組入比率の決定については、日興アセットマネジメント アジア リミテッド
からの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。

＜為替ヘッジについて＞
・ 株式における外貨建て資産への投資に際しては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ 債券における外貨建て資産への投資に際しては、投資対象ファンドの方針に基づき、高位に為替ヘッジを行ないます。
※為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

なお、為替ヘッジを行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。
また、対象資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な
為替ヘッジ効果が得られないことがあります。

メ ガ ト レ ン ド
インカム収益によって株式戦略部分を支える“クッション役 ”

グローバル・インカム戦略グローバル・インカム戦略

投資環境や銘柄調査
などに応じて

機動的な銘柄選択を実施

投資環境や銘柄調査
などに応じて

機動的な銘柄選択を実施

先進国債券 新興国債券

投資適格社債 ハイ・イールド社債

モーゲージ証券 バンクローン デリバティブ

主な
投資対象

世界株式：MSCI ACワールド指数（配当込み）
米ドルベースの指数を日興アセットマネジメントが円換算。
※上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、当ファンドが投資対象とする外国投資信託と同様の運用
戦略を用いたPIMCOインカム戦略の複数のグローバル個別口座
の運用残高の合計です。
円換算金額は、2023年1月末の為替レート（1米ドル＝130.09円）。

出所：PIMCO※上記データは、グローバル・インカム戦略における投資信託証券
の運用について理解を深めていただくために、実質的に同様の
運用戦略を用いる既存ファンド（類似ファンド）の過去の運用実績
を示したものであり、当ファンドの投資対象である当該投資信託
証券の将来の運用成果などを約束するものではありません。

※上記は、当該投資信託証券（2018年2月設定）が類似ファンドと
同様のリターンやリスクを達成することを約束するものではあり
ません。また、運用資産の規模、設定・解約に伴なう資金流出入
額なども異なるため将来の運用成果も異なります。

※為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジ
を行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。また、対象資産の通貨と異なる
通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。

「グローバル・メガピース」では、中長期的な資産運用をより有効なものとすべく、グローバル・インカム
戦略を取り入れ、インカム収益の獲得をめざします。

世界各国（新興国を含みます。）の債券などに実質的に投資を行ない、インカムゲインの最大化と長期的な値上がり益の獲得
をめざします。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行ないます。

ご参考

グローバル・インカム戦略は、 
株式戦略部分を支える“クッション役”

グローバル・インカム戦略を担う
PIMCOの関連資産残高

【同様の運用戦略を用いる類似ファンドの運用実績】
（2014年3月末～2023年1月末）

【PIMCOインカム戦略の運用資産残高】
（2007年3月末～2023年1月末）
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※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
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「グローバル･メガピース」を支える
スペシャリスト群（注2）

戦略と
投資対象ファンド

日興アセットマネジメントの　　　　 で

厳選したファンドを結集し、資産成長をめざす 
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力

　

グローバル・フィンテック戦略
グローバル・フィンテック株式マザーファンド

グローバル・ロボティクス戦略
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

ジャパン・グローイング・
ベンチャー戦略

ジャパン・グローイング・
ベンチャーファンド

（適格機関投資家向け）

USグローイング・
ベンチャー戦略

ＵＳグローイング・ベンチャー
マザーファンド

新興国
リード・ストック戦略
先進国資本エマージング

株式マザーファンド

グローバル・インカム戦略
ＰＩＭＣＯ

バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスQ
（ＪＰＹ）＊4

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
株
式

ア
ー
リ
ー･

ス
テ
ー
ジ
株
式

先
進
国

新
興
国

イ
ン
カ
ム

債
券

170年超の歴史と投資銀行での
ノウハウが強みの米国の運用会社

破壊的イノベーションの発掘を専門とする 
ニューヨーク生まれの運用会社

徹底的に掘り下げた企業調査で
『高成長新興企業』を厳選、抽出

170年超の歴史と投資銀行での
ノウハウが強みの米国の運用会社

地政学分析を専門に、 
政治リスクやビジネス機会を分析

債券投資で世界的存在感を示す
米国の大手運用会社

エンジェルジャパン･
アセットマネジメント

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー＊1

エンジェルジャパン･アセットマネジメント株式会社＊2

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

ユーラシア・グループ ＊3

パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

約

約

約

グローバル・メガピース

（注1）「イノベーション株式」と「アーリー・ステージ株式」についてはそれぞれ約1/3±6.6％、「インカム債券」については約1/3±3.3％の範囲内を目途に資産
配分比率の変更を行ないます。 　

（注2）スペシャリストとは、各投資対象ファンドの実質的な運用会社（投資顧問会社）ならびにそれらに情報提供を行なう会社（投資助言会社など）を指します。
＊1 最終的な投資判断は、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが行ないます。
＊2 最終的な投資判断は、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
＊3 日興アセットマネジメント・グループやユーラシア・グループの情報などを活用し、日興アセットマネジメント アジア リミテッドの投資助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が

最終的な投資判断を行ないます。
＊4 当ファンドの当外国投資信託に対する運用指図権限に関しては、ピムコ ジャパン リミテッドに委託します。

※上記は2023年1月末現在の各テーマの基本資産配分比率であり、今後変更される可能性があります。
※戦略および投資先投資信託証券は適宜見直しを行ないますので、追加、変更される場合があります。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

各テーマと
基本資産配分比率（注1）

運用実績①
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「グローバル･メガピース」を支える
スペシャリスト群（注2）

戦略と
投資対象ファンド

日興アセットマネジメントの　　　　 で

厳選したファンドを結集し、資産成長をめざす 
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力

　グローバル・メガピース
目利き力
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目利き力

　グローバル・メガピース
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グローバル・フィンテック戦略
グローバル・フィンテック株式マザーファンド

グローバル・ロボティクス戦略
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
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マザーファンド
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リード・ストック戦略
先進国資本エマージング

株式マザーファンド

グローバル・インカム戦略
ＰＩＭＣＯ

バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスQ
（ＪＰＹ）＊4

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
株
式

ア
ー
リ
ー･

ス
テ
ー
ジ
株
式

先
進
国

新
興
国

イ
ン
カ
ム

債
券

170年超の歴史と投資銀行での
ノウハウが強みの米国の運用会社

破壊的イノベーションの発掘を専門とする 
ニューヨーク生まれの運用会社

徹底的に掘り下げた企業調査で
『高成長新興企業』を厳選、抽出

170年超の歴史と投資銀行での
ノウハウが強みの米国の運用会社

地政学分析を専門に、 
政治リスクやビジネス機会を分析

債券投資で世界的存在感を示す
米国の大手運用会社

エンジェルジャパン･
アセットマネジメント

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー＊1

エンジェルジャパン･アセットマネジメント株式会社＊2

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

ユーラシア・グループ ＊3

パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

約

約

約

グローバル・メガピース

（注1）「イノベーション株式」と「アーリー・ステージ株式」についてはそれぞれ約1/3±6.6％、「インカム債券」については約1/3±3.3％の範囲内を目途に資産
配分比率の変更を行ないます。 　

（注2）スペシャリストとは、各投資対象ファンドの実質的な運用会社（投資顧問会社）ならびにそれらに情報提供を行なう会社（投資助言会社など）を指します。
＊1 最終的な投資判断は、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが行ないます。
＊2 最終的な投資判断は、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
＊3 日興アセットマネジメント・グループやユーラシア・グループの情報などを活用し、日興アセットマネジメント アジア リミテッドの投資助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が

最終的な投資判断を行ないます。
＊4 当ファンドの当外国投資信託に対する運用指図権限に関しては、ピムコ ジャパン リミテッドに委託します。

※上記は2023年1月末現在の各テーマの基本資産配分比率であり、今後変更される可能性があります。
※戦略および投資先投資信託証券は適宜見直しを行ないますので、追加、変更される場合があります。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

各テーマと
基本資産配分比率（注1）

運用実績①

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※当ファンドは、税引前分配金再投資ベースの基準価額であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値です。
※各戦略のパフォーマンスは、投資対象である投資信託証券の基準価額です。
※税引前分配金再投資ベースは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

各戦略は、グラフ起点を10,000として指数化

18年2月 18年8月 19年2月 19年8月 20年2月 20年8月 21年2月 21年8月 22年8月22年2月
5,000

10,000

20,000

15,000

25,000

30,000

魅力的な株式エンジン×インカムクッションによる 
株式中心の前向きバランスファンド

グローバル・
メガピース

グローバル･
フィンテック戦略 

USグローイング･
ベンチャー戦略

グローバル･
メガピース

グローバル･
インカム戦略

グローバル･
ロボティクス戦略  

ジャパン・グローイング・
ベンチャー戦略

新興国リード・
ストック戦略

【当ファンドと各戦略のパフォーマンス】（2018年2月1日（設定日）～2023年1月31日）

プ
ラ
ス

マ
イ
ナ
ス

Gメガピース
20.9%

Gメガピース
12.7%

Gメガピース
6.2%

Gメガピース
10.2%

Gメガピース
－ 1.3%

Gメガピース
－ 5.4%

Gメガピース
－ 8.8%

Gメガピース
－ 3.0%

Gメガピース
－ 17.2%

Gメガピース
6.1%

Gメガピース
－ 1.3%

【当ファンドと各戦略の半年ごとの騰落率】（計算期間：2018年2月1日（ファンド設定日）～2023年1月末）
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

2-6月＊ 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1月
フィンテック
25.2%

ロボティクス
16.6%

フィンテック
46.9%

USグロベン
21.3%

フィンテック
21.3%

USグロベン
23.3%

フィンテック
11.9%

USグロベン
32.7%

ロボティクス
17.6%

ロボティクス
8.7%

日本グロベン
18.8%

USグロベン
6.8%

ロボティクス
30.9%

フィンテック
17.3%

USグロベン
7.6%

ロボティクス
18.8%

日本グロベン
6.4%

新興国リード
13.8%

日本グロベン
14.6%

日本グロベン
7.2%

新興国リード
15.2%

ロボティクス
2.2%

USグロベン
4.5%

新興国リード
6.3%

新興国リード
4.2%

フィンテック
27.5%

日本グロベン
12.8%

日本グロベン
4.8%

ロボティクス
13.0%

インカム債券
0.3%

インカム債券
2.1%

フィンテック
1.4%

インカム債券
5.6%

インカム債券
1.2%

ロボティクス
0.5%

インカム債券
7.2%

インカム債券
2.0%

インカム債券
0.9%

新興国リード
6.3%

USグロベン
0.2%

新興国リード
1.7%

インカム債券
 － 1.1%

インカム債券
－ 0.2%

新興国リード
－ 0.8%

インカム債券
－ 10.7%

新興国リード
－ 4.0%

インカム債券
－ 1.7%

USグロベン
－ 2.4%

新興国リード
－ 3.7%

日本グロベン
－ 7.8%

USグロベン
－ 6.5%

日本グロベン
－ 17.9%

フィンテック
－ 10.9%

ロボティクス
－ 10.3%

ロボティクス
－ 12.5%

日本グロベン
－ 11.1%

日本グロベン
－ 9.9%

ロボティクス
－ 18.9%

新興国リード
－ 16.2%

フィンテック
－ 13.5%

新興国リード
－ 17.1%

フィンテック
－ 23.9%

USグロベン
－ 20.9%

USグロベン
－ 15.4%

フィンテック
－ 51.4%

日本グロベン
－ 19.1%

＊2018年2-6月は、設定日（2/1）からの騰落率です。
※ファンド名および戦略名は、一部省略して表記しています。
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運用実績②

基準価額と分配金額の推移

※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
※基準価額（税引前分配金再投資ベース）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

（2018年2月1日（設定日）～2023年1月31日）

1,000

0
2018年2月 2018年8月 2019年2月 2019年8月 2020年2月 2020年8月 2021年2月 2021年8月 2022年2月

基準価額（税引前分配金再投資ベース、左軸） 
基準価額（税引前分配金控除後、左軸） 
分配金（右軸）

（円）

（円）

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

15,000

14,000

1,000円
600円

2022年8月

グローバル・
フィンテック戦略

グローバル・
ロボティクス戦略

グローバル・
インカム戦略

ジャパン・
グローイング･
ベンチャー戦略

新興国リード・
　ストック戦略

USグローイング・
ベンチャー戦略

インカム債券

イノベーション
株式

アーリー･
ステージ株式

約約

約

基準価額
（2023年1月31日）

税引前分配金
再投資ベース
11,441円

税引前分配金
控除後

9,980円

＜ポートフォリオの内訳＞ ＜比率＞
❶ イノベーション株式 30.9%

グローバル･ロボティクス戦略 17.3%

グローバル･フィンテック戦略 13.6%

❷ アーリー･ステージ株式 35.4%

先進国
ジャパン･グローイング･ベンチャー戦略 7.0%

USグローイング･ベンチャー戦略 9.1%

新興国 新興国リード・ストック戦略 19.2%

❸ インカム債券 33.2%

グローバル･インカム戦略 33.2%

その他 0.6%

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※比率は当ファンドの純資産総額比です。
※各戦略への投資は、投資信託証券を通じて行ないます。

【 基本資産配分比率 】 【 ポートフォリオの状況 】
（2023年1月末現在）
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運用実績②

基準価額と分配金額の推移

※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
※基準価額（税引前分配金再投資ベース）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

（2018年2月1日（設定日）～2023年1月31日）

1,000

0
2018年2月 2018年8月 2019年2月 2019年8月 2020年2月 2020年8月 2021年2月 2021年8月 2022年2月

基準価額（税引前分配金再投資ベース、左軸） 
基準価額（税引前分配金控除後、左軸） 
分配金（右軸）

（円）

（円）

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

15,000

14,000

1,000円
600円

2022年8月

グローバル・
フィンテック戦略

グローバル・
ロボティクス戦略

グローバル・
インカム戦略

ジャパン・
グローイング･
ベンチャー戦略

新興国リード・
　ストック戦略

USグローイング・
ベンチャー戦略

インカム債券

イノベーション
株式

アーリー･
ステージ株式

約約

約

基準価額
（2023年1月31日）

税引前分配金
再投資ベース
11,441円

税引前分配金
控除後

9,980円

リスク情報
投資者の皆様の投資元金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、投資元金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（受益者）の皆様に帰属します。
なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式および債券などを実質的な投資対象としますので、株式および債券などの価格の
下落や、株式および債券などの発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損
失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあり
ます。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク
●  株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。ま
た、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変
動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

●  公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落
し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポン
レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

●  新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準
価額にも大きな影響を与える場合があります。

●  中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準
価額にも大きな影響を与える場合があります。

●  優先担保付バンクローン（貸付債権）は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が
上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変
動幅は、裏付けとなるローンの内容、種類、残存期間、利払いまでの期間および利率の条件などにより個
別のローンごとに異なります。

流動性リスク
●  市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影
響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリス
ク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリス
クがあります。

●  新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リ
スクが高まる場合があります。

●  一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないため、
流動性リスクが高いと考えられます。

●  優先担保付バンクローン（貸付債権）は、公社債などの有価証券に比べて市場規模や取引量が少ないため、
流動性リスクが高まる場合があります。また、資産の転売についても契約上制限されていることがあり、ファ
ンドの資金流動性に影響を与え、不測の損失を被るリスクがあります。

（次ページに続く）

お申込みに際しての留意事項
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お申込みに際しての留意事項

リスク情報 （前ページより続く）

信用リスク
●  投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が 
生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく
下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

●  公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される 
場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準
価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できない 
リスクが高い確率で発生します。

●  新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが
高まる場合があります。

●  一般にハイイールド債券は、上位に格付された債券と比較して、利回りが高い反面、価格変動が大きく、 
デフォルトが生じる可能性が高いと考えられます。

●  優先担保付バンクローン（貸付債権）の債務者が倒産等に陥り、利払いの遅延や元本の返済が滞るデフォル
トが発生した場合、あるいはこうした状況に陥ると予想される場合、優先担保付バンクローン（貸付債権） 
の評価が下落（評価がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 
また、実際にデフォルトが生じた場合、担保の回収等により弁済されますが、担保価値の下落等によって、 
投資元本に対して投資した資金が回収できないリスクがあります。

●  優先担保付バンクローン（貸付債権）の主幹事行はローンの元利金を回収する責務を負っているため、主幹
事行の破産や倒産等により、元利金の受け取りが遅延する可能性があります。

為替変動リスク
●  一部の資産を除き、原則として、為替ヘッジを行なわないため、外貨建資産については、一般に外国為替相
場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

●  一部の資産において、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低
い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに
伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

● 一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

カントリー・リスク
●  投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や
資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができ
ない場合があります。

●  一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する 
場合があります。

デリバティブリスク
●  金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産
価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資
産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行
できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に 
不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。
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未上場株式などの組入リスク
１）低流動性資産のリスク

未上場会社の発行する株式など流動性の低い証券については、保有証券を直ちに売却できないことも考
えられます。また、このような証券の転売についても契約上制限されていることがあり、ファンドの資金流動
性に影響を与え、不測の損失を被るリスクがあります。

２）財務リスク
未上場会社の発行する株式などは、会社の沿革、規模などの観点から、社会、政治、経済の情勢変化に大き
な影響を受け易く、予想に反し、会社の業績、資金調達などにおいて懸念が生じる場合もあります。このよう
な懸念が生じた場合、時価評価額の見直しが行われるため、基準価額が影響を受けることも考えられます。

延長リスク／期限前償還リスク
●  モーゲージ証券や資産担保証券においては、原資産となっているローン（住宅ローン、リース・ローンなど） 
の期限前返済の増減に伴なうデュレーションの変化によって、当該証券の価格が変化するリスクがあります。
一般に金利上昇局面においては、ローンの借換えの減少などを背景に期限前償還が予想以上に減少し、 
金利低下局面においては、ローンの借換えの増加などを背景に期限前償還が予想以上に増加する傾向が
あります。

● 優先担保付バンクローン（貸付債権）において、予定される利息および元本の支払いの他、債務者の選択 
による期限前弁済を認めることがあり、この場合は、予定されていた利払いの一部が得られないことがあります。

期限前償還に伴なう再投資リスク
●  モーゲージ証券、資産担保証券および優先担保付バンクローン（貸付債権）が期限前償還された場合には、
償還された金銭を再投資することになりますが、金利低下局面においては、再投資した利回りが償還まで持
ち続けられた場合の利回りより低くなることがあります。 

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身に
もこれらのリスクがあります。

※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。

その他の留意事項
■ 当資料は、投資者の皆様に「グローバル･メガピース」へのご理解を高めていただくことを目的として日興

アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は

ありません。
■ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりま
せん。

■ 分配金は、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。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者の
ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。

■ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資
信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自
身でご判断ください。
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設定・運用は投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368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

三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号
加入協会 ： 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

2023年4月
販売用資料

追加型投信／内外／資産複合

グローバル・メガピース

P  202304
（パンフレット）

R2742-10

商品分類 追加型投信／内外／資産複合
購入単位 1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間 2028年1月25日まで（2018年2月1日設定）
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、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なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

購入・換金申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
• ニューヨーク証券取引所の休業日 • ニューヨークの銀行休業日
• 英国証券取引所の休業日  • ロンドンの銀行休業日

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。

課税関係

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
※配当控除の適用はありません。
※益金不算入制度は適用されません。

お申込みメモ

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料

三井住友信託銀行における購入時手数料率は、お申込金額に応じて、以下のように変わります。
1,000万円未満 …………………… 3.3％（税抜3.0％）
1,000万円以上1億円未満 …… 2.75％（税抜2.5％）
1億円以上 …………………………… 2.2％（税抜2.0％）
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対し年率1.8425％（税抜1.675％）以内が実質的な信託報酬となります。 
信託報酬率の内訳は、以下の通りです。
• 当ファンドの信託報酬率： 純資産総額1,000億円以下の部分……年率1.694％（税抜1.54％） 

純資産総額1,000億円超の部分………年率1.474％（税抜1.34％）
• 投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率：年率0.1485％（税抜0.135％）以内
受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、委託会社が算出した上限値です。当該上限値は、投資対象とする 
投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出したものですが、当該投資信託証券の変更などにより
見直すことがあります。

その他の費用・
手数料

目論見書などの作成･交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費
用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限と
する額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われ 
ます。
※ 運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。また、有価証券の貸付は現在 

行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況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。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

手数料等の概要

委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
　〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
　〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド（投資助言）、ピムコ ジャパン リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
販売会社 三井住友信託銀行株式会社　他

委託会社、その他関係法人
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