
（毎月決算型） （年２回決算型）

　基準価額の推移 　基準価額の推移

　ファンドの概況 　ファンドの概況

　騰落率 　騰落率

　分配実績（1万口当たり、税引前）　直近6期分 　分配実績（1万口当たり、税引前）　直近6期分

4

5

6

P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

80円 2015年2月25日 0円 2016年8月25日 10円

決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金 決算日

2017年8月25日 80円 2017年11月27日

2017年10月25日 80円 2018年1月25日 80円 2016年2月25日 10円 2017年8月25日 10円

2017年9月25日 80円 2017年12月25日 80円 2015年8月25日 10円 2017年2月27日 10円

設定来累計 3,480円 設定来累計 50円

10.82% 40.82% ファンド -1.55% 6.25%ファンド -1.51% 6.32% 8.56% 26.09%

参考指数 -2.34% 5.84% 9.38% 27.13% 10.88% 40.98% 27.13% 10.88% 40.98%

3ヵ月 6ヵ月 1年

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州
（ユーロ、I4シェアクラス）（円建）

97.99%
アムンディ・インターインベスト-リート・欧州
（ユーロ、I4シェアクラス）（円建）

98.19%

現金等

分配金

2.01%

合計 100.00%

現金等 1.81%

合計 100.00%

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 期間

原則、2月、8月の各25日
（休業日の場合は翌営業日）

信託期間 2019年2月25日まで 信託期間 2019年2月25日まで
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2018年1月31日 現在

基準価額（円） 10,035 基準価額（円）

設定日 2014年3月14日 設定日

13,804

純資産総額（億円） 13.84 純資産総額（億円） 1.72

内訳 比率

CAマネープールファンド（適格機関投資家専用） 0.0007%

2014年3月14日

決算日
原則、毎月25日

（休業日の場合は翌営業日）
決算日

1ヵ月

内訳 比率

CAマネープールファンド（適格機関投資家専用） 0.006%

3年 設定来

8.45% 26.20% 9.09% 38.63%

参考指数 -2.34% 5.84% 9.38%

・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資し

たものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬

については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。

・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではあ

りません。

・ファンドの騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算
したもので、実際の投資家利回りとは異なります。
・参考指数の騰落率は、S&P EUROPE PROPERTY  Index（円換算ベース）※

です。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありませ
ん。

・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありませ
ん。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われ
ない場合があります。

・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありませ
ん。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われ
ない場合があります。

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014/3 2015/6 2016/10 2018/1

（円）
基準価額

基準価額（税引前分配金再投資）

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014/3 2015/6 2016/10 2018/1

（円）
基準価額

基準価額（税引前分配金再投資）

・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資し

たものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬

については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。

・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではあ

りません。

・ファンドの騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算
したもので、実際の投資家利回りとは異なります。
・参考指数の騰落率は、S&P EUROPE PROPERTY  Index（円換算ベース）※

です。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありませ
ん。
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「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」の組入状況（純資産総額比）

　資産別比率 　組入上位5ヵ国 　組入上位5業種

　予想配当利回り

　組入上位10銘柄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　≪ご参考≫欧州リート指数（円換算ベース、指数化）の推移

P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

10.08%

オランダ 5.07%

26.23%

オフィス不動産 7.25%

工業用不動産 6.67%
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比率資産

72.99%リート

不動産関連株式等 23.37%

現金等 3.64%

EUROCOMMERCIAL リート オランダ 店舗用不動産

国 比率

ベルギー

3.10%

組入全銘柄数　38 銘柄 上位10銘柄合計　　　　　 53.39%

KLEPIERRE リート フランス 店舗用不動産 4.19%

LAND SECURITIES GRP リート イギリス 各種不動産 3.59%

ICADE リート フランス 各種不動産 4.32%

ALSTRIA OFFICE AG リート ドイツ オフィス不動産 4.19%

DEUTSCHE WOHNEN SE 株式 ドイツ 不動産運営会社 5.47%

FONCIERE DES REGIONS リート フランス 各種不動産 5.40%

VONOVIA SE 株式 ドイツ 不動産運営会社 8.00%

GECINA リート フランス 各種不動産 6.69%

比率

UNIBAIL RODAMCO-AMSTERDAM リート フランス 店舗用不動産 8.44%

業種

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州 4.47%

銘柄名 資産 国

合計 100.00%

不動産運営会社 23.37%

2018年1月31日 現在

イギリス 19.87%

フランス 33.68%

ドイツ 25.61%

比率業種

各種不動産 26.86%

店舗用不動産

出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社が作成。

・組入銘柄の予想配当利回りを加重平均したものです。

・将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014/3 2015/6 2016/10 2018/1

S&P EUROPE PROPERTY Index (円換算ベース）

2014年3月14日を10,000として指数化しています。
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「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」の運用コメント

　運用コメント （アムンディ アセットマネジメント）
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2018年1月31日 現在

《市場環境》
　1月は、株式市場全体としては続伸して高値を更新しましたが、欧米で長期金利が大きく上昇した影響もみられました。米国
株式市場では、米税制改革が企業業績に好影響を与えると期待する投資家心理が株価を押し上げました。一方、欧州株式
市場では、ECB（欧州中央銀行）の定例会議で金融緩和政策の継続が決定されましたが、景気成長の加速がインフレ率を押
し上げ、早期に金融政策が変更される可能性が懸念され、米国と比較すると株式の上値が抑えられる形となりました。欧州株
式市場をセクター別にみると、銀行を中心とした金融、一般消費財・サービス、素材などの景気循環セクターや情報技術が堅
調でしたが、公益事業、生活必需品、電気通信サービスなどのディフェンシブセクターは下落しました。
　リートと不動産株も長期金利の上昇が逆風となり反落しました。12月に店舗用不動産のハマーソンによるイントゥ・プロパ
ティーズの買収提案を好感して上昇していた英国では、英国の小売が依然として厳しい状態にあることなどから、投資家が利
益確定売りを急ぎ、大きく下落しました。ドイツでもヴォノヴィア、LEGイモビリエンなど賃貸住宅用不動産銘柄の利益確定売り
が重荷となりました。フランスでも店舗用不動産のウニベイル・ロダムコが下落しましたが、オフィス用不動産に強味をもつ各
種不動産のイカドは、フォンシエール・デ・レジオンによる買収の可能性が報じられて上昇しました。スウェーデンでは不動産
運営会社のカステルムを皮切りに決算発表が始まりました。同社は資産の評価額を大幅に引き上げ不動産市場の好調さを
示しましたが、株価への反応は限定的でした。

《運用状況》
　ポートフォリオでは、大陸欧州で賃料が伸びている物件（大規模ショッピングセンター、ドイツの住宅用不動産、都心ビジネス
街のオフィス不動産、工業用不動産、ヘルスケア不動産）を保有するリートと不動産運営会社を中心にした運用を行っていま
すが、バリュエーションも常に意識しており、1月にはシャフツベリーやニューリバー・リートなど割安感が強まった英国の店舗
用不動産に新規投資しました。

《今後の見通しと運用方針》
　英国のリート価格の純資産価格に対する平均ディスカウントは、19％に拡大しており、割安感が強まっています。英国のEU
（欧州連合）離脱は長期的にオフィス賃料や不動産利回りに逆風となると思われますが、悪材料の一部はディスカウント水準
に織り込まれているとみられます。倉庫やロジスティックス関連の銘柄の成長余地は大きいとみています。大陸欧州銘柄の
2018年の予想純資産価格に対するディスカウント幅も平均7％に拡大しており、平均4.5％近い配当利回りと合わせて依然魅
力的とみています。大陸欧州の主要なリートの配当は、賃料の伸びと長いリース期間、優良なテナントなどが支えとなっており
確実性は高いと思われます。特に見通しが良好なのは息の長い成長を続けているドイツの住宅用不動産関連銘柄です。
　当ファンドは、大規模ショッピングセンター、ドイツの住宅用不動産、フランス、ドイツ、スウェーデンの大都市を中心としたビ
ジネス街のオフィス用不動産など、賃料見通しが良好で資産の質が高く、物件の開発もしくは買収を通じた価値創造の実績が
優れ、増配が可能なリート、不動産運営会社を中心とした運用を継続する方針です。
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　ファンドの目的

　ファンドの特色

②

　投資リスク

《当資料のお取扱いについてのご注意》

当ファンドは、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

当ファンドは、欧州主要国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券
（リート）を実質的な主要投資対象とします。

①

＊不動産投資信託証券を、以下「リート」といいます。　＊実質的に不動産関連株式等にも投資します。

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド（毎月決算型）」、「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド（年２回決算型）」を、それぞれ
「毎月決算型」、「年２回決算型」と略す場合があります。また2本のファンドを総称して「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド」または
「当ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。

　※ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。投資信託証券を、以下「投資信託」と記載します。

・欧州のリートの運用は、アムンディ アセットマネジメントが行います。

・「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（ユーロ、I4シェアクラス）」は、ユーロ建以外の資産に投資する場合、原則として対ユーロ
で為替取引を行います。

・欧州のリートを主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（ユーロ、I4シェアクラス）」と、

円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※で運用しま
す。
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《投資信託ご購入時の注意点》
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはな
りません。●銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託の設定・運用は委託会社が
行います（銀行、証券会社は販売の窓口となります）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投
資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。●投資し
た資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。●投資信託のお申込みに関しては、クーリング
オフの適用はありません。

・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

◆資金動向および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。

「毎月決算型」と「年２回決算型」があります。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等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わ
ないこともあります。したがって、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。

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主としてリートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）
に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価
額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信
託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因としては、リートの価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げられます。なお、基準価
額の変動要因（投資リスク）はこれらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各ファンドの繰上償還等があります。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

当資料は、「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型）｣の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン
株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であ
り、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のもので
あり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見
書）をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

・「毎月決算型」は、毎決算時（原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行い
ます。

・「年２回決算型」は、毎決算時（原則として毎年2月および8月の25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として収益分配方針に基づ
き収益分配を行います。
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　収益分配金に関する留意事項
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　お申込みメモ

　ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

◆各ファンドの費用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、表示することはできません。

　委託会社、その他の関係法人の概要

P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

スイッチング
販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同
様に、費用税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

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 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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。
配当控除および益金不算入制度は適用されません。

信託期間 2019年2月25日までとします。（設定日：2014年3月14日）

決算日
毎月決算型　：年12回決算、原則毎月25日です。休業日の場合は翌営業日とします。
年２回決算型：年2回決算、原則毎年2月および8月の各25日です。休業日の場合は翌営業日とします。
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購入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

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。

換金制限 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には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

委託会社は、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・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すこと
ができます。

購入・換金申込
受付不可日

ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月
24日である場合には、受付けません。

申込締切時間 詳しくは販売会社にお問合せください。

収益分配
原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

課税関係

運用管理費用
（信託報酬）

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.6964％（税込）※

※各ファンドの信託報酬年率0.8964％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が 大のもの（年率
0.80％）を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変
動します。
◆上記の運用管理費用（信託報酬）は有価証券届出書作成日現在のものです。

その他の費用・
手数料

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用
・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等
を含みます。）
・投資信託財産に関する租税　等
※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。
※その他の費用・手数料の合計額は、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
とはできません。

購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出
書作成日現在の料率上限は2.7％（税抜2.5％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額 ありません。

販売会社 販売会社については巻末をご参照ください。

ファンドに関する
照会先

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン：0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

委託会社

アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350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、日本証券業協会、
加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社 株式会社 りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

追加型投信／海外／不動産投信

販売用資料
月次レポート

アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド
（毎月決算型）／（年２回決算型）

（愛称：ラ・グレイス）
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追加型投信／海外／不動産投信

販売用資料
月次レポート

アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド
（毎月決算型）／（年２回決算型）

（愛称：ラ・グレイス）

東北財務局長（金商）第37号

*2018年2月2日より取り扱い開始

○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 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 ○

○

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 ○

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 ○ ○ ○ ○

一般社団

法人第二
種金融商

品取引業

協会

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 ○

金融商品取引業者等 登録番号

日本証券

業協会

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

一般社団

法人金融
先物取引

業協会

静銀ティーエム証券株式会社

○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10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 ○


