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ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【 ご留意事項 】
● 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後 

予告なく変更される場合があります。
● 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するもの 

ではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
● 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属 

します。
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中国 4.9

日本

23.0

米国
米国の経済規模は
日本の約4.7倍

3.2

英国

米国のたくましい
成長力に投資する
世界をリードする米国株式市場の中から、
高い成長性・収益性を有する企業に投資します

米国株式への投資～拡大  する世界経済の恩恵を享受
米国のGDP(国内総生産）は世界の約24%を占めており、世界経済において圧倒的
な存在感を示しています。

主要国の名目GDP＊の規模（2021年）
（兆米ドル）

＊予測値を含みます。
（出所）IMF（国際通貨基金）「世界経済見通し2022年１０月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記は過去のデータであり、将来の運⽤成果   を示唆あるいは保証するものではありません。
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カナダ 3.1%フランス 3.4%

その他 23.6% 

約10兆
米ドル

その他
23.5%

日本 21.9%

米国株式への投資～拡大  する世界経済の恩恵を享受

世界株式市場＊の時価総額比較
（1995年12月末） （2022年１２月末）

世界株式市場の6割以上を米国市場が占めており、米国が世界経済の拡大をけん引
していることが分かります。

＊世界株式市場はMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスを使用。
※上記は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。

（出所）MSCIのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記は過去のデータであり、将来の運⽤成果   を示唆あるいは保証するものではありません。

米国成長株式ファンド 動画のご案内
〜インフレ時代における資産運⽤〜

スマートフォンで右記コードを
読み取るか、アドレスを入力
してアクセスしてください。

https://www.smtam.jp/movie/mov_320/
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米国経済の持続的成長を支える技術革新
米国は、革新的技術やサービスの開発・普及を通して、経済・金融市場を揺るがす多くのイ ベント（リーマンショック等）を乗り越え成長してきました。産業構造の変化に伴い
株式市場のけん引役が入れ替わり、新たな市場を開拓しています。

米国企業は世界にインパクトを与える技術やサービスを次々と開発し、テクノロ
ジーの進化を主導してきました。
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DX＊の胎動
行動様式の変化に伴う

成長分野の出現
＊デジタル・トランスフォーメーション

新興国市場の成長
新しい消費市場の出現

主な株価上昇のけん引役
●シスコシステムズ（情報技術）
●インテル（情報技術）
●IBM（情報技術） など

主な株価上昇のけん引役
●アップル（情報技術）
●アマゾン・ドット・コム（一般消費財・サービス）
●エヌビディア（情報技術）など

主な株価上昇のけん引役
●エクソンモービル（エネルギー）
●シティグループ（金融）
●シェブロン（エネルギー） など

技術革新(IT革命）
情報技術の発展による
ライフスタイルの変化

※米国株式はS&P500指数を使用。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

201020001990

1995年
マイクロソフトが
Windows95を発売

2007年
アップルがiPhoneを発売

2005年
アマゾン・ドット・コムが
プライムサービスを開始
グーグルがグーグルマップを公開

1990年
米国で
インターネットサービスが開始

2020
2010年
クラウドサービスが
本格普及

2020年
テレワークや
オンライン医療の普及

2018年
5G（第5世代移動通信システム）
商用サービス開始

2022年
テスラのEV（電気自動車）
年間販売台数100万台突破

豊かなライフ
スタイルの実現
IoT（モノのインター
ネット）の普及など

生産性の
向上
パソコン、
携帯電話など

（ご参考）米国における技術革新（情報技術分野）の変遷

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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。

米国株式の推移（1995年12   月末～2022年１２月末、月次）
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米国は、革新的技術やサービスの開発・普及を通して、経済・金融市場を揺るがす多くのイ ベント（リーマンショック等）を乗り越え成長してきました。産業構造の変化に伴い
株式市場のけん引役が入れ替わり、新たな市場を開拓しています。

代表的な技術革新銘柄の株価推移（1995年12月末～2022年１２月末、月次）
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行動様式の変化に伴う

成長分野の出現
＊デジタル・トランスフォーメーション

新興国市場の成長
新しい消費市場の出現

主な株価上昇のけん引役
●シスコシステムズ（情報技術）
●インテル（情報技術）
●IBM（情報技術） など

主な株価上昇のけん引役
●アップル（情報技術）
●アマゾン・ドット・コム（一般消費財・サービス）
●エヌビディア（情報技術）など

主な株価上昇のけん引役
●エクソンモービル（エネルギー）
●シティグループ（金融）
●シェブロン（エネルギー） など

技術革新(IT革命）
情報技術の発展による
ライフスタイルの変化
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34.4倍＊アルファベット
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43.7倍＊マイクロソフト

6.2倍＊(ご参考)米国株式

77.4倍＊マスターカード

＊グラフ開始月の月末と2022年12月末の株価を倍率で示したもの。
※マイクロソフト、米国株式（S&P500指数）は1995年12月末、アルファベット（グーグル）は2004年8月末、マスターカードは2006年5月末を100とし

て指数化。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
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1995年
マイクロソフトが
Windows95を発売

2007年
アップルがiPhoneを発売

2005年
アマゾン・ドット・コムが
プライムサービスを開始
グーグルがグーグルマップを公開

1990年
米国で
インターネットサービスが開始

2020
2010年
クラウドサービスが
本格普及

2020年
テレワークや
オンライン医療の普及

2018年
5G（第5世代移動通信システム）
商用サービス開始

2022年
テスラのEV（電気自動車）
年間販売台数100万台突破

豊かなライフ
スタイルの実現
IoT（モノのインター
ネット）の普及など

生産性の
向上
パソコン、
携帯電話など

革新的な技術やサービスを成長ドライバーとして成功した米国企業は、企業価値を
大きく高めました。

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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。

米国株式の推移（1995年12   月末～2022年１２月末、月次）
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世界で活躍する米国企業
米国株式は時代の変化に合わせて市場のけん引役が入れ替わり、成長を続けています。
世界の株式時価総額の上位を見るとその存在感の高さが分かります。

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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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（ご参考）主な米国企業の米国外売上比率（2022年１２月末現在）

米国企業は国内だけではなく、世界の成長を取り込んでいます。

＊1995年12月末時点の業種分類。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※2022年１２月末現在で入手可能な
直近期のデータを使用。北米または
米州を除いた比率も含む。

（出所）Bloombergのデータを基に三
井住友トラスト・アセットマネジ
メント作成

米国株式とEPS（1株当たり利益）の推移
（米国株式：1990年12月末～2022年１２月末、月次）（EPS：1991年末～2025年末、年次）

世界の株式時価総額上位企業ランキング比較
■1995年12月末 ■2022年１２月末

銘柄名 業種 米国外売上比率（％）
アップル 情報技術 62.5
アルファベット（グーグル） コミュニケーション・サービス 54.2
マイクロソフト 情報技術 49.5
アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 33.2

※米国株式およびEPSはＳ＆Ｐ５００指数を使用、EPSの2023年～2025年は資料作成時点でのBloomberg予測値。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

銘柄 業種＊ 国名
1 ESCOM 情報技術 ドイツ
2 日本電信電話 電気通信サービス 日本
3 ゼネラル･エレクトリック（GE） 資本財･サービス 米国
4 ＡＴ＆Ｔ 電気通信サービス 米国
5 エクソンモービル エネルギー 米国
6 コカ・コーラ 生活必需品 米国
7 メルク ヘルスケア 米国
8 トヨタ自動車 一般消費財・サービス 日本
9 ロシュ・ホールディング ヘルスケア スイス

10 アルトリア・グループ 生活必需品 米国

銘柄 業種 国名
1 アップル 情報技術 米国
2 サウジ･アラビアン･オイル エネルギー サウジアラビア
3 マイクロソフト 情報技術 米国
4 アルファベット(グーグル) コミュニケーション･サービス 米国
5 アマゾン･ドット･コム 一般消費財･サービス 米国
6 バークシャー･ハサウェイ 金融 米国
7 ユナイテッドヘルス･グループ ヘルスケア 米国
8 ジョンソン･エンド･ジョンソン(J&J) ヘルスケア 米国
9 エクソンモービル エネルギー 米国

10 ビザ 情報技術 米国
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ファンドの運用コンセプト
個別企業の調査・分析を重視するボトムアップ・リサーチにより、リスク分散に優れた
独自の運⽤プロセスのもと、経験豊かな運⽤プロフェッショナルからなる運⽤チーム
が高い成長性と競争優位性が期待できる銘柄を調査・分析します。

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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。

優良銘柄に投資しつつ
バランスの良い
ポートフォリオを構築することが
高いパフォーマンスの
実現につながります。

米国の金融商品取引所に
上場している株式

【投資ユニバース】
米国優良株

ファンダメンタルズ・リサーチ

組入
銘柄

ポート
フォリオ

革新的な成長＊1

安定的な成長＊2

サイクルに沿った成長＊3

●長期的な視点と徹底した個別企業調査・分析。
●高い利益成長もしくは持続的な利益成長に対する

確信度の高い企業の見極め。

運用哲学

＊1 革新的な成長：高い収益を背景に急速に拡大する成長。
＊2 安定的な成長：安定したスピードで市場平均を上回る成長。
＊3 サイクルに沿った成長：景気循環に連動する、周期的に強い成長。
※2022年12月末現在。上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

ポートフォリオ構築プロセス

・流動性、成長性による選別（投資対象、成
長分野の把握）。

・企業調査に基づいた投資アイデアの発掘。

・本質的な変化：商品サイクル、新たな市場
開拓、経営陣の変更など。

・継続性：参入障壁、価格設定力、市場シェ
アなど。

・リスク：バリュエーション、競争、事業展開
など。

・銘柄と収益源泉の分散。
・明確な売買基準。
・独自開発のリスク・モデルの活⽤。

投資アイデア
の創出

個別企業調査

ポートフォリオ
構築
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米国の優良銘柄を厳選したパフォーマンス
当ファンドの主要投資対象ファンド＊は、企業の成長特性（強み）を生かした銘柄選定を
することで、安定的なパフォーマンスの創出を目指しています。
＊UBS USグロース株式ファンド（適格機関投資家向け）

※上記は当ファンドの主要投資対象ファンドのUBS USグロース株式ファンド（適格機関投資家向け）の運⽤実績であり、当ファンドの運⽤実績と
は異なります。上記は過去のデータであり、将来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。

※グラフの起点を10,000として指数化。米国株式（Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース））は、ファンドの評価基準にあわせ、前営業日のデータ
を使用し、当該日の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが円換算しています。

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
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（ご参考）米国株式

主要投資対象ファンド

一般消費財・
サービス
15.2%

コミュニ
ケーション・
サービス

7.3%

短期金融
資産等
3.2%

その他 5.7%
生活必需品5.3%

資本財・
サービス
10.0%

情報技術
38.2%

ヘルスケア
15.2%

主要投資対象ファンドと米国株式の推移（2013年7月末～2022年１２月末、日次）

主要投資対象ファンド＊の概要（2022年１２月末現在）

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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。

組入上位10銘柄

※比率は全て対純資産総額比。
※業種別構成比率は、端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。
＊主要投資対象ファンドであるUBS USグロース株式ファンド（適格機関投資家向け）は「UBS USグロース株式マザーファンド」を主要投資対象とします。

銘柄 業種 比率
1 マイクロソフト 情報技術 8.8%
2 アップル 情報技術 8.4%
3 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 6.2%
4 アルファベット（クラスＡ株） コミュニケーション・サービス 5.2%
5 マスターカード 情報技術 4.2%
6 アッヴィ ヘルスケア 4.2%
7 ブロードコム 情報技術 2.7%
8 オラクル 情報技術 2.6%
9 ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 2.5%

10 ＩＱＶＩＡホールディングス ヘルスケア 2.2%

業種別構成比率
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米国の優良銘柄を厳選したパフォーマンス
優良銘柄の投資事例

※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを　保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来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。

マイクロソフト（情報技術）

株価とEPSの推移
ソフトウェア世界大手。クラウド
サービスの「Azure」や、クラウド
経由で業務⽤ソフト「Office」を
提供するほか、家庭⽤ゲーム機

「Xbox」も展開。

0

5
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15
（米ドル） （米ドル）

12/12 15/12 18/12 21/12 24/12（年/月）
0

200

600

400

4.6倍＊
投資開始

（2015年10月）

EPS予測値
（右軸）EPS（右軸）

株価（左軸）

銘柄の着眼点
クラウド関連や法人向け製品を軸に業績は拡大傾向。
ゲーム会社を買収するなどゲームを軸にしたメタ
バース（インターネット上の仮想空間）への取り組み
強化や、カーボンネガティブ（二酸化炭素排出を実質
マイナスにする取り組み）実現を目指す姿勢を評価。

＊投資開始日を含む月の月末と2022年１２月末時点の株価を倍率で示したもの。
※マイクロソフト：株価およびEPSの推移は2012年12月末～2022年12月末（月次）、EPS予測値は2023年～2025年（年次）。
※アッヴィ：株価の推移は2012年12月末～2022年12月末（月次）、EPSの推移は2012年12月末～2022年11月末（月次）、EPS予測値は

2022年～2025年（年次）。
※パロアルトネットワークス：株価およびEPSの推移は2012年12月末～2022年12月末（月次）、EPS予測値は2023年～2025年（年次）。
※EPS予測値は当資料作成時のBloomberg予測値（会計年次ベース）。
※画像はイメージです。

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

アッヴィ（ヘルスケア）

株価とEPSの推移
世界的な研究開発型のバイオ医
薬品大手。主に免疫疾患、C型肝
炎、神経系疾患、腫瘍などの特
殊治療を要する分野の医薬品を
手掛ける。

0
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0

5

10

15

20
（米ドル） （米ドル）

12/12 15/12 18/12 21/12 24/12（年/月）

EPS（右軸）
株価（左軸）

EPS予測値
(右軸)

投資開始
（2020年12月） 1.5倍＊

銘柄の着眼点
主力分野である免疫疾患の新薬承認を目指すと同時
に、買収による医薬品ラインアップ拡充も検討中であ
り、商品の多様化に期待。同社株式の実績配当利回り
は2022年12月末で3.5％と、ラッセル1000グロー
ス指数の同1.1％と比較して高水準。

パロアルトネットワークス（情報技術）
総合サイバーセキュリティ企業。
外部からのネットワーク攻撃や
不正なアクセスを防御するファ
イアウォール製品（ハードウェ
ア、ソフトウェア）が主力。

株価とEPSの推移

0

3

6

-3

（米ドル）
300

100

200

0

（米ドル）

（年/月）12/12 15/12 18/12 21/12 24/12

EPS（右軸）
株価（左軸）

投資開始
（2022年5月） 0.8倍＊

EPS予測値
（右軸）

銘柄の着眼点
世界的に需要が拡大しているセキュリティ対策の次
世代型製品への強みや、ファイアウォール製品は既存
顧客の継続率が高く、バージョンアップ時などの値上
げが受け入れられやすくインフレ耐性に優れている
点を評価。
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主として、米国の金融商品取引所に上場している株式の中から成長
性に優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄に投資します。
● 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式

の中から、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業
で、株価上昇が期待できる銘柄に投資します。

●原則として、為替ヘッジは行いません。

＜分配方針＞
●  年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。

ただし、分配を行わないことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等

の全額とします。
※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。

※なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

主要投資対象ファンドの運用はUBSグループの資産運用部門業務を
担うUBSアセット・マネジメントが行います。

ファンドの特色

UBSグループは、スイスを本拠地として、世界50以上の国・地域の主要都市にオフィスを配し、
約72,000名の従業員を擁する総合金融機関です。グローバルにプライベート・バンキング、
資産運用、投資銀行業務などを展開しています。
■ UBSアセット・マネジメント・グループは、UBSグループの資産運用部門として、世界23の

国・地域に約3,600名＊1の従業員を擁し、約142兆円＊2の資産を運用するグローバルな資
産運用グループです。

■ 平均19年以上の経験豊富な運用プロ
フェッショナルからなる米国成長株式
チームがリスク分散に優れた独⾃の運用
プロセスのもと、ボトムアップ・リサーチを
より重視し、高い成長性と競争優位性が
期待できる銘柄を調査・分析します。

UBSグループについて

UBSグループはグローバルな総合金融機関です。

チューリッヒにあるUBSビル
（スイス）

ポートフォリオ・マネジャー
Peter J. Bye

投資

損益

投資 投資

損益 損益

投資

損益

投資者
（受益者）

申込金

分配金
解約金等

米国成長
株式ファンド

〈主要投資対象ファンド〉
UBS USグロース

株式ファンド
（適格機関投資家向け）

短期金融資産
マザーファンド

当ファンド 投資対象ファンド

わが国の短期
金融資産等

米国の株式
UBS USグロース
株式マザーファンド

＊1：2022年6月末現在
＊2 2022年９月末の為替データを基にUBSアセット・マネジメントが円換算。
※2022年９月末現在。

（出所）UBSアセット・マネジメントのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

ファンドのしくみ

※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。

特
色

特
色
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ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。した
がって、投資者の皆様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。信託財産に生じた利益および
損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部
評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合
は、基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。
投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となり
ます。

信 ⽤ リ ス ク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、
償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなく
なった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、
基準価額の下落要因となる可能性があります。

金利変動リスク

債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）
します。また、発行者の財務状況の変化等およびそれらに関する外部
評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落
した場合は、基準価額の下落要因となります。

※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。

●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。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。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。

●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。

●ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマ
イナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。

〈その他の留意点〉

ファンドの投資リスク
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■ 委　託　会　社 ： 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ［ファンドの運用の指図］
	 	 ホームページアドレス	https://www.smtam.jp/

■ 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］

■ 販　売　会　社 ： 三井住友信託銀行株式会社 ［募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等］

R2196-２０

委託会社およびファンドの関係法人

信託期間
無期限（2013年7月12日設定）

決算日
毎年6月26日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年1回、毎決算時に分配金額を決定します。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことが
あります。
※	分配金再投資コースの場合は、税金を差し引いた後、自動的に
無手数料で再投資されます。
※	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。

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とします。

換金単位
販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金価額
換金申込受付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、販売会社の営業日の午後3時までとします。

購入・換金申込受付不可日
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込み
を受け付けないものとします。（休業日については、委託会社
また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
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行休業日

課税関係
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および
未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込みメモ ファンドの費用
▼お客様が直接的にご負担いただく費用
購入時手数料
申込金額※に応じて、購入価額に下記の手数料率を乗じて得
た額とします。
※	申込金額とは「購入価額×取得口数」に購入時手数料および購入
時手数料に対する消費税等相当額を加えた総額です。

申込金額 手数料率

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％）

信託財産留保額
ありません。

▼お客様が間接的にご負担いただく費用
運用管理費用（信託報酬）

当ファンド

純資産総額に対して年率1.166％（税抜1.06％）
支払先ごとの配分と主な役務は以下の通りです。
委託会社　年率0.308％（税抜0.28％）
◇委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資
料作成等の対価
販売会社　年率0.825％（税抜0.75％）
◇	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、購入後の情報提供等の対価
受託会社　年率0.033％（税抜0.03％）
◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
の対価

投資対象と
す る 投 資
信 託 証 券

純資産総額に対して年率0.704％（税抜0.64％）
◇	投資対象とする投資信託証券に係る信託財産
の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の
対価

実質的な
負担

純資産総額に対して
年率1.87％程度（税抜1.7％程度）
※	この値は目安であり、投資対象ファンドの実際
の組入れ状況により変動します。

その他の費用・手数料
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等
をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。この
他、投資対象とする投資信託証券においては、当該投資信託
証券の信託報酬とは別に、投資信託財産に関する租税や、投
資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。これら
の費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事
前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて
異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
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