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みらいに続く 毎月受け取る

みらい定期便®はアムンディ・ジャパンの登録商標です。

みらい定期便®は、原則、投資資産から得られる配当・利息等の範囲内で分配金を支払うファンドです。

※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。

 受賞ファンドについて教えてください （動画：７秒～）

 不安定な相場が続く中、好調なパフォーマンスの要因は （動画：２分５１秒～）

 当ファンドはどのようなお客さまに適しているのでしょうか （動画：８分２８秒～）

 この先も継続して運用成果を上げていくための工夫や秘訣は （動画：１１分３７秒～）

 最後に、投資家の皆さまへメッセージをお願いします （動画：１３分４３秒～）

Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信
頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングス
ター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断
したものです。バランス型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド1,017本の中から選考されました。
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当資料では、動画の

概要をご紹介します！

「優秀ファンド賞」受賞 バランス型 部門

QR
ｺｰﾄﾞ

動画はこちらから
ご覧いただけます

Morningstar Award “Fund of the Year 2021” 受賞記念動画

ファンドマネジャー インタビュー

2022年5月リリース！

～ 今、劇的な変化の中にある世界で見据えたい、金利上昇やインフレも見込んだ機動的な運用 ～
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アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

森 山 解 説

使う楽しみが長く続くための分配の仕組みを持ちつつ
堅調なパフォーマンス実績

使う楽しみが長く続くための分配金の「新発想の仕組み」と、世界中の様々な資
産から好利回りかつ割安な資産を「発掘」し、毎月分配金をお支払いしながら、
分配金支払い後の中長期的な資産の成長を同時に追求する目的のもと誕生し、
堅調なパフォーマンスを実現しています。

退職後に備えたインカムニーズにお応えする
バランス型ファンド

私たちがこの運用手法を開始したのは、多くの方、特に退職予
定の方のインカムニーズに対し、従来の商品では十分ではない
と実感したからです。特に投資家の退職後に備えたポートフォリ
オでは、リスクとボラティリティの低減が重要です。しかし近年は
金利が非常に低い水準にあり、これまでのインカム収入では不
十分です。時にマイナス金利になるなどインフレ率を下回ります。
私たちは株式や債券や収益性の高い証券など多様なエクス
ポージャーを通じ優れたインカムフローをグローバルに生み出す
ことを目指します。

ファンドマネジャーが語る！

受賞ファンドについて教えてください

人生100年時代のインカムニーズを満たすことに着目
米国で誕生した10年以上の実績ある運用手法

アムンディ・ジャパン運用本部の森山が、さらに詳しく解説します。

※基準価額は信託報酬控除後です。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。設定来分配金累計額は1万口当た
り、税引前。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。※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。※資金動向および市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

アムンディ・アセットマネジメント・USインク

運用責任者 マルコ・ピロンディー二

シニア・マネージング・ディレクター
株式運用ヘッド、ポートフォリオマネージャー

アムンディ・ジャパン株式会社
マネージング・ディレクター
インベストメント・ソリューション部

部長 森山 猛

設定来騰落率



アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

世界の様々な資産への分散投資で危機に対応

私たちのポートフォリオは世界の様々な資産クラスに分散投資
しています。近年、世界は大きな事象に見舞われています。世
界金融危機、新型コロナウイルス、ロシアのウクライナへの侵攻
などです。中央銀行が決然と対応する中「みらい定期便Ⓡ」は
厳しい環境をうまく乗り切ることができています。

不安定な相場が続く中、好調なパフォーマンスの要因は

堅調なパフォーマンスのカギは、マーケット環境に合わせた機動的な運用アプローチ

そのカギは柔軟な運用アプローチです。例えば、当ファンドの株式のポジションは、配当利回りが高く安定的
で成長性のある優良銘柄で構成されており、金融株とエネルギー株の比重が高くなっています。利回りの上
昇やコモディティ価格の上昇からそれぞれ恩恵を受ける一方、債券は中央銀行の引き締めやインフレ圧力の
リスクに直面しています。しかし私たちは信用力や絶対的金利感応度の低さから厳選された証券へのエクス
ポージャーは維持しています。

また株式市場の中でも過度なデュレーションの分野は避けています。ここ数年の金利低下環境から恩恵を受
けていた分野です。配当は注目度が低いですが投資の要点となります。今後のインフレ率は、しばらくの間か
なり高い水準にとどまるでしょう。市場はまだ 新しい現実への過渡期にあります。

３当資料のご使用に際し、最終ページの「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。

森 山 解 説

＊外貨建資産は1営業日前の数値を使用し、円換算。いずれもトータルリターン。みらい定期便Ⓡは基準価額（税引前分配金再投資）を使用。
使用した指数とその権利については「販売会社一覧等」のページの下段をご覧ください。※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
※資金動向および市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

徹底分析による銘柄選択・機動的な資産配分・リスク管理を実施
コロナショック時のパフォーマンスも他の資産より下落を抑制

2020年2月～3月にかけて新型コロナウイルスの感染拡大を警戒して株式や社債市
場等が大幅に下落しました。当ファンドでは、感染拡大が経済に及ぼす影響が不透
明であったため、あらかじめ株式先物によるヘッジ水準とキャッシュポジションを高め
た状態で調整局面に入ったため、市場の下落から一定程度防御することができまし
た。結果、当ファンドの下落率は20%以下となりました。

ファンドマネジャーが語る！

アムンディ・ジャパン運用本部の森山が、さらに詳しく解説します。

みらい定期便Ⓡ

世界株式

米国リート

出所：ブルームバーグのデータを基に、
アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
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アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

人生100年時代の備えをお考えの皆さまに
適したファンド

当ファンドは好水準のインカムを求める投資家に適している
と考えます。例えば、退職者や退職予定の方などです。投資
家が直面する課題の１つは、資産を使い果たさずに満足で
きる生活水準を退職後も維持することでしょう。ライフスタイ
ルが改善され、退職後の人生が延びた現在、資金面の課題
解決への需要は大きいとみています。

当ファンドはどのようなお客さまに適しているのでしょうか

金利上昇やインフレを考慮したポートフォリオを継続
受け取りながら資産運用のコア資産に

森 山 解 説

新発想の仕組みで計画的な分配金の受け取
りを期待されるお客さまのニーズにお応え

分配金を原則として投資資産から期間中に得られる株式の
配当や債券の利息等の範囲内に限定してお支払いすること
で、分配金の支払いによる元本の取り崩しや投資資産の目
減りを原則回避し、かつ投資資産の成長も狙っていくという
新しい発想を持つファンドとなっております。

＊みらい定期便®は「目標分配額」を毎年1月および7月に決定します。「目標分配額」とは、当該月以降の半年間の分配金の目標額のことで、予想される配当・利息等を基に、
委託会社が決定します。「目標分配額」を半年ごとに決定することで、市況動向等の影響を分配額に適切に反映します。「目標分配額」は、委託会社ホームページに掲載しま
す。ただし、実際の分配額は毎月の決算日に決定されるため、目標分配額とは異なる場合があります。また、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。※資金動向および市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金支払い開始以来、目標分配額通りの
分配金をお支払いしている実績

※1主要投資対象ファンドを通じて実質的に投資する株式や
債券等から得られる配当・利息等。※2主要投資対象ファン
ドを通じて実質的に投資する株式や債券等。それら資産の値
動きにより、投資資産全体の価値は変動します。

【新発想の分配の仕組み】

みらい定期便Ⓡでは、計画的な分配金の受け取りを期待さ
れるお客さまのニーズにお応えするために、向こう半年間の
目標とする分配金額を1月と7月に発表しています。

上記は、例示をもって理解を深めて頂くことを目的としたイメージ図です。
ファンドの将来の運用成果、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。

＜イメージ図＞

* 1万口当たり、税引前

ファンドマネジャーが語る！

アムンディ・ジャパン運用本部の森山が、さらに詳しく解説します。



アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

ベンチマークにとらわれず世界中から
好利回りで割安な魅力ある資産を発掘

多くの要因が株式や債券の価格に影響します。金融財政政策
やインフレの他、地政学リスクやパンデミックが起こる中、私た
ちは常に投資対象選定にあたっては、規律あるバリュエーショ
ンを踏まえます。

当ファンドは、株式ファンドでも債券ファンドでもありません。ベ
ンチマークにとらわれることなく、魅力的なバリュエーションで
取引されインカムを生む資産クラスを選定します。割高と思わ
れる商品、市場、セクター、個別の株式や債券は、選択肢に含
まれません。

ベンチマーク志向のファンドならインカムの可能性、リスク、競
争力、特性に対する独自の評価は難しいでしょう。最終的には
「リスクレベルに見合う対価を得られるか」が、重要になってき
ます。

この先も継続して運用成果を上げていくための工夫や秘訣は

５当資料のご使用に際し、最終ページの「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。

森 山 解 説

その都度その時の環境に合わせて機動的な資産配分を行うことが
中長期的に安定したパフォーマンスが期待できる秘訣

投資環境は一定ではありません。みらい定期便Ⓡは、市場環境に応じて、注目すべき資
産クラスや銘柄は変化しますので、アムンディグループのグローバルなリサーチ体制の
もとでの徹底した分析により、その時にインカム獲得のみならず価格上昇も期待できる
資産を選別して、資産配分を機動的に変更する運用を行っています。加えて、ポート
フォリオの変動を一定の範囲内に抑えるべく、株式先物によるヘッジやキャッシュの活
用などによるポートフォリオ全体のヘッジも行って参ります。

ファンドマネジャーが語る！

みらい定期便🄬の主要投資対象ファンド*の運用コメント
（アムンディ・アセットマネジメント・US・インク 2022年3月末現在）

アムンディ・ジャパン運用本部の森山が、さらに詳しく解説します。

*「Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ」

金利上昇やインフレへの対応を見込むポートフォリオを継続

今後インフレはより持続的となり、それにともなうコモディティショックが消費者に影響を与えるとみて
います。個人のバランスシートは比較的強固であるものの、食品やガスなどの商品全般の値上げは、
多くの家計を圧迫しつつあります。

当ファンドはグロース株よりもバリュー株を選好し、シクリカル（景気循環）セクターへのエクスポー
ジャーの比率を高めすぎないよう選別的な姿勢を強める方針です。同様に金利環境の変化に対応
するため、全体として幅広い分散投資を維持し、魅力ある水準のインカムを今後も提供出来るよう
努めてまいります。

※資金動向および市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

最後に投資家の皆さまへメッセージをお願いします

変化の時こそ備えを！柔軟な運用と分散投資でめざす
インカムの獲得・リスクの抑制・堅調なリターン

変化の時こそベンチマークにとらわれず
最適な組み合わせの資産で最大限分散
投資を

今、世界市場は劇的な変化の中にあります。各国で
財政金融政策が大きく転換しており、地政学リスク
も現れているのです。従来は株式60対債券40の
バランス型ポートフォリオが解決策とされていました。
しかし緩やかで世界的な“再開”に地政学的な緊
張による影響が加わり、マクロ経済情勢の大きな変
化が起こっています。財政と金融の両政策による大
規模な刺激策が取られた結果でしょう。こうしたす
べての要因から、インフレ率が長期的により高い水
準になることが予想されます。

６当資料のご使用に際し、最終ページの「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。

ファンドマネジャーが語る！

世界の金利は反応し始めておりボラティリティが高まる可能性があります。伝統的な60対40のアプローチが理想
的ではないことが判明するかもしれません。より柔軟な商品への新たな考え方が求められます。

「みらい定期便Ⓡ」は自由度が高く特定のベンチマークにとらわれず、広い分散を目指せるという点で他と異なる
ポートフォリオなのです。私たちは魅力的なインカム水準、リスクの抑制、堅調なリターンへの可能性という、最適な
組み合わせを持つ資産クラスで“最大限の分散を効かせたポートフォリオを構築します。

人生100年時代を豊かに彩るために、
お金にも一緒に長生きしてほしい

これからやってくる人生100年時代においては、資産
運用を活用して、お金にも一緒に長生きしてもらいつ
つ、定期的に運用の果実を受け取ることで、より豊か
で彩りある人生を楽しむことができるかもしれません。
アムンディは、バランスよく資産を運用し、サステナブ
ルかつ安定的に受け取る楽しみをお届けするべく、こ
れからも「みらい定期便®」の運用に尽力して参ります。
「みらい定期便🄬」が、みなさまの資産形成の一助と
なれば幸いです。

※資金動向および市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

アムンディ・ジャパン株式会社の
「みらい定期便®」特設サイトもご覧ください！

つながるQRコード
スマホをかざして
今すぐアクセス！

個人情報の取扱いについては、ご登録画面にてご確認ください。

タイムリーにメールが届く新サービス！アムンディの「着レポ」
みらい定期便®の情報がタイムリーに受け取れます。是非ご登録ください！
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アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）

【収益分配金に関する留意事項】



投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

9

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、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）

委託会社、その他の関係法人の概要

当資料作成日現在のものです。

（202２年３月末現在）

○ ○ ○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 ○

○ ○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 ○

○株式会社　みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号 ○

○

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 ○

一般社団法人第
二種金融商品取

引業協会

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

（2022年5月作成）

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 ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/
お客様サポートライン：03-3593-5911（2022年6月30日まで） 050-4561-2500（2022年7月1日から）
（受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで）

当資料のお取扱いについてのご注意

・当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示資料ではありません。・投資信託は、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。投資信託の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。投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに
帰属します。・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、登録金融機
関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。・当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成してお
りますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。・当資料に記載されている運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績
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。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な
投資成果を示すものではありません。・当資料に記載されてい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ことがあります。・投資信託の
お取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。・当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切
の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。・お申込みにあたっては、販売会社より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。

アムンディ･サステナブル･インカム･ファンド 愛称：みらい定期便🄬

（追加型投信/内外/資産複合）


