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販売⽤資料

「アムンディ・次世代教育関連ファンド（愛称：みらいエデュケーションTM）（以下、ファンド）」は、
2019年10⽉18⽇に新規設定されました。
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託「CPR Invest - エデュケーション」の組⼊状況に
ついてご報告いたします。

 運⽤コメント（CPRアセットマネジメント（2019年10⽉現在））

出所：CPRアセットマネジメントのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
・組⼊⽐率は純資産総額⽐です。現⾦等には、未払諸費⽤等を含みます。

上記は過去のデータに基づくものであり、ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。
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TM=商標登録出願中

 「CPR Invest - エデュケーション」の組⼊状況（2019年10⽉21⽇現在）

投資テーマ ⽐率 セクター ⽐率

教育プロバイダー 36.6％

保育、幼児教育〜中等教育 15.9％

⼤学等、⾼等教育 11.0％

キャリア開発・就職⽀援 9.6％

教育ツール 26.1％
出版・コンテンツ 13.2％

エドテック（教育テクノロジー） 12.8％

教育サービス 25.1％
教育関連⽤品・サービス 10.8％

教育関連リート 14.3％

現⾦等 12.2％

投資テーマおよびセクター別組⼊⽐率*

*投資テーマおよびセクターはCPRアセットマネジメントの分類によるものです。

当資料のご使⽤に際し、5ページの「ご留意事項」を必ずご確認ください。

3つの投資テーマを通じ、教育に関する幅広い分野へ投資
 ファンドは、教育プロバイダー、教育ツール、教育サービスの3つの投資テーマを投資対象とし、教育に関する幅広い分

野の成⻑を捉えつつ、分散も図るポートフォリオを構築しています。運⽤チームは、世界の景気動向や各国の⾦融政策
など不透明な要素も鑑み、各投資テーマごとの独⾃の成⻑ストーリーに焦点を当て、企業のファンダメンタルズを重視し
た銘柄選定を⾏っています。

 「教育プロバイダー」では、中国における放課後の個別指導分野への成⻑期待から、中国で同分野においてブランド⼒
のあるリーダー企業のTALエデュケーション・グループなどに投資し、「教育ツール」では、オランダのウォルターズ・クルワーの
ように伝統的な印刷媒体からデジタルコンテンツへの移⾏を既に進めている企業を選好しています。「教育サービス」では、
⼤学との連携による空室率の低さ、デフォルト率の低さ等、その他の商⽤不動産と異なる固有のメリットを有すること、ま
た景気との相関性が低いことなどから学⽣寮に注⽬し、英国最⼤の⼤学⽣向け学⽣寮リートのユナイト・グループ等に
投資を⾏っています。

3つの投資テーマを通じ、教育に関する幅広い分野へ投資
 ファンドは、教育プロバイダー、教育ツール、教育サービスの3つの投資テーマを投資対象とし、教育に関する幅広い分

野の成⻑を捉えつつ、分散も図るポートフォリオを構築しています。運⽤チームは、世界の景気動向や各国の⾦融政策
など不透明な要素も鑑み、各投資テーマごとの独⾃の成⻑ストーリーに焦点を当て、企業のファンダメンタルズを重視し
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 「教育プロバイダー」では、中国における放課後の個別指導分野への成⻑期待から、中国で同分野においてブランド⼒
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た景気との相関性が低いことなどから学⽣寮に注⽬し、英国最⼤の⼤学⽣向け学⽣寮リートのユナイト・グループ等に
投資を⾏っています。
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組⼊上位10銘柄および組⼊⽐率

銘柄 国・
地域 セクター 銘柄概要 ⽐率

1 ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･
ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 中国 保育、幼児教育

〜中等教育

中国国内で1,200超の拠点を展開し、年間新規受講者800万⼈を超
える中国最⼤の⺠間教育サービス業者。英語教育を出発点に主要科
⽬の指導、受験対策、留学準備、私⽴学校の運営、初等教育から職
業訓練まで多くの分野の教育を網羅。

2.5%

2 ユナイト・グループ 英国 教育関連リート
1991年創業。英国内22の主要な⼤学所在都市で約130の学⽣寮を
運営。60以上の国内⾼等教育機関との強いパートナーシップにより、部
屋数の60％の使⽤が確保される契約が、同社の安定した収益源に。

2.2%

3 チェグ ⽶国 エドテック（教育
テクノロジー）

⾼等教育受講者の効率的な学習補助のために、様々な教育コンテンツ
やサービスを主にオンラインで提供。サービス契約者は2012年の30万⼈
から直近300万⼈超まで拡⼤。堅調な業績のもと、海外展開も計画。

2.2%

4 TALｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 中国 保育、幼児教育
〜中等教育

就学前から⾼校⽣まで、少⼈数クラス、個別指導、オンラインで受験対
策や能⼒開発の教育プログラムを提供。2003年に最初の教室をオープ
ンして以来、中国主要都市で700超の拠点、170万⼈の⻑期受講者
を抱えるまで急成⻑。

2.2%

5 ﾛｰﾘｴｯﾄ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ ⽶国 ⼤学等、
⾼等教育

世界最⼤の私⽴⼤学ネットワークとして、中南⽶など各国で25を超す⾼
等教育機関を運営。利益を追求しつつ社会貢献を⽬的とするパブリック・
ベネフィット・コーポレーションとして初の上場会社。

2.1%

6 ﾁｬｲﾅ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 中国 ⼤学等、

⾼等教育
中国国内で合計18万⼈に近い学⽣数を擁する６つの私⽴⼤学と３つ
の職業学校を運営する持ち株会社。国内での⾼等教育需要に加え、
2019年9⽉に豪州の職業学校買収に合意するなど成⻑⾒通し良好。

2.1%

7 ﾌﾞﾗｲﾄ･ﾎﾗｲｽﾞﾝ･ﾌｧﾐﾘｰ･
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ⽶国 保育、幼児教育

〜中等教育
⽶国、英国、オランダなどの1,000超の企業顧客に対して、託児施設の
開発・運営、⼀時保育の受け⼊れなど、従業員と家族を⽀えるサービス
を提供。

2.0%

8 ｱﾒﾘｶﾝ・ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ ⽶国 教育関連リート
学⽣寮に特化した不動産投資信託として⽶国最⼤。学⽣寮の開発・
保有・運営を⼿掛け、10万⼈を超す学⽣に部屋を提供するが、業界全
体では700万⼈を超える市場規模であり、成⻑余地は⼤きい。

2.0%

9 ﾁｬｰﾀｰ･ﾎｰﾙ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ・
ﾄﾗｽﾄ

オースト
ラリア 教育関連リート

託児施設を中⼼とした豪州の不動産投資信託。オーストラリア、ニュー
ジーランドで400を超す施設を保有し、⻑期契約で運営業者にリース。
最近では託児施設以外に事業分散を図っており、⻑期的な成⻑期待。

1.9%

10 インフォーマ 英国 出版・コンテンツ
18世紀創業の雑誌社から出発し、近年活発な買収で総合情報サービ
スに成⻑。学術研究書の出版、専⾨家向け研修・交流・広報・販売
イベントの設営、情報の分析と提供など5事業に展開。

1.8%

組⼊銘柄数：70銘柄

出所：CPRアセットマネジメントのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
・組⼊⽐率は純資産総額⽐です。現⾦等には、未払諸費⽤等を含みます。・四捨五⼊の関係で、表やグラフの合計が100％とならない場合があります。
・記載されている個別の企業については、その企業が発⾏する有価証券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。また、ファンドの将来の実質的な
組⼊れを⽰唆・保証するものではありません。
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 「CPR Invest - エデュケーション」の組⼊状況（2019年10⽉21⽇現在）

当資料のご使⽤に際し、5ページの「ご留意事項」を必ずご確認ください。



投資信託証券への投資を通じて、主に世界の教育関連事業を⾏う企業の株式へ投資します。
• 株式への投資については、ルクセンブルク籍投資信託「CPR Invest – エデュケーション」（以下「外国籍投資信託」といいま

す。）への投資を通じて⾏います。

外国籍投資信託の運⽤においては、教育エコシステム※１の発展で成⻑が期待される３つの投資テーマ（教育プロ
バイダー、教育ツール、教育サービス）に関連する企業群から、ESG※２に関するアムンディおよび外部評価機関に
よる評価が低い企業を除外したものを投資ユニバースとします。投資テーマはセクターに細分化し、セクター毎に定
量分析、ファンダメンタル分析を⾏い、株価の上昇余地も考慮した銘柄選択を⾏います。

＊投資テーマおよびセクターの分類は、教育エコシステムの成⻑とともに適宜変更される場合があります。

• 外国籍投資信託の運⽤は、CPRアセットマネジメントが⾏います。CPRアセットマネジメントは、フランス・パリを本拠とする、世界
トップクラスの資産運⽤会社アムンディ傘下の⼦会社で、アムンディのテーマ株運⽤の中核的な運⽤会社です。

※1 「教育」を中⼼とするヒト・モノ・ビジネスなどのさまざまな広がり・成⻑を助成するプロセスをいいます。
※2 ESGは環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の頭⽂字を取ったもので、企業の持続的な成⻑性を判断

するための評価軸です。銘柄選択においては、アムンディや外部評価機関のESG評価が低い企業または問題がある企業を除外しています。

実質組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

年2回決算（原則として毎年3⽉および9⽉の各18⽇、休業⽇の場合は翌営業⽇）を⾏い、収益分配⽅針に基
づいて分配を⾏います。

収益分配⽅針
• 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。
• 分配⾦額は、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。
• 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。

1

2

3

4

＜お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。＞

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として株式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。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、価格変動リスク、為替変動リスク、信⽤リスク、流動性リスク、カントリー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、ファンドの繰上償還や
分配⾦に関する留意事項等があります。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。

◆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。

ファンドの特⾊

投資リスク
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＜投資者が直接的に負担する費⽤＞

お申込みメモ

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。

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。

申込受付不可⽇
以下のいずれかに該当する場合には購⼊・換⾦のお申込みを受付けません。
⃝ ルクセンブルクの銀⾏休業⽇ ⃝ フランスの祝休⽇ ⃝ ユーロネクストの休業⽇ ⃝ ニューヨーク証券取引所の休業⽇
⃝ ⽶国証券業⾦融市場協会が定める休業⽇ ⃝ 12⽉24⽇ ⃝ 委託会社が指定する⽇

申込締切時間 原則として毎営業⽇の午後3時※までに購⼊・換⾦のお申込みができます。詳しくは販売会社にお問合せください。

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。

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。

信託期間 2029年9⽉18⽇までとします。（設定⽇：2019年10⽉18⽇）

繰上償還
委託会社は、ファンドの投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなったときまたは信託を終了させることが投資者のため
に有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発⽣したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了さ
せることができます。

決算⽇ 年2回決算、原則として毎年3⽉および9⽉の各18⽇です。休業⽇の場合は翌営業⽇とします。
第1期決算⽇は2020年3⽉18⽇とします。

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 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。

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

純資産総額に対し年率1.078％（税抜0.98％）を乗じて得た⾦額とします。また、実質的な負担上限は、純資産総額に対して
年率1.878％（税込）※とします。
※ファンドの信託報酬年率1.078％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最⼤のもの（年率0.8％）

を加算しております。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、当資料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。当資料作成⽇現在の
料率上限は、3.3％（税抜3.0％）です。

信託財産留保額 ありません。

＜投資者が投資信託財産で間接的に負担する費⽤＞

ファンドの費⽤

※ 上記所定の時間までにお申込みが⾏われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務⼿続きが完了したものを当⽇の受付分とさせていただきます。
これを過ぎてからのお申込みは、翌営業⽇の取扱いとなります。

投資者の皆さまに実質的にご負担いただく⼿数料等の概要は以下のとおりです。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。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。

委託会社、その他の関係法⼈の概要
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委託会社、その
他の関係法⼈

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 関東財務局⻑（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）
ファンドに関する
照会先

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/

当資料のご使⽤に際し、5ページの「ご留意事項」を必ずご確認ください。

お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。



＜お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。＞

販売会社⼀覧（業種別・五⼗⾳別）

ご留意事項
⃝当資料は販売⽤資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成したものです。⃝当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき構成されておりますが、
内容の正確性あるいは完全性については、これを保証するものではありません。また、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。当資料中の
コメントは、当社独⾃のものであり、必ずしも⼀般的なものであるとは限りません。当資料に⽰された記述内容、数値、図表等は、当資料作成⽇現在のものであ
り、事前の連絡なしに変更されることがあります。⃝当資料は法令等に基づく開⽰書類ではありません。⃝ファンド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。）に実質的に投資しますので、組⼊れた有価証券の値動き、為替相場等の影響によって基準価額は変動します。したがって購⼊⾦額
を下回り、損失が⽣じる場合があり、投資元本および分配⾦が保証されているものではありません。⃝投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託を購⼊
のお客さまが負うことになります。⃝投資信託は預⾦、保険ではなく、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
機関を通じて購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の保護の対象とはなりません。⃝お申込みの際は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡しし
ますので、必ず内容をご確認のうえご⾃⾝でご判断ください。⃝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。
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※2019年11⽉1⽇からのお取扱いとなります。

※

（R1910047）


