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販売用資料 
臨時レポート 

投資信託は投資元本が保証されているものではありません。 

あんしんスイッチ®は投資経験者の方はもちろん、投資に関するハードルを 
下げ、長期的な資産形成にふさわしい商品をご案内したいとの思いから誕生
した投資信託です。プロテクトライン®という下値目安があるのが特徴です。 

あんしんスイッチ®ならではのポイント 

「あんしんスイッチ®」の値動きは 

一般的なバランスファンドの値動き 

時間 

基
準
価
額 

時間 

あんしんスイッチ®が目指す値動き 

短期的なリターン獲得の可能性がある一方、 
基準価額の値動きが大きく、下振れしたときに不安 

基準価額の値動きが小さく、 
大きな損失を被ることなく、長期的に保有できる 

基
準
価
額 

＜イメージ図＞ 

上記はイメージ図であり、ファンドの将来の値動きを示唆または保証するものではありません。 

小幅な上昇・下落を経て 
中長期的に緩やかな成長を目指す 

あんしんスイッチ®は安定感のある値動きを目指します 

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。 

どこまで下落するか 
わからなくて心配 

どこまで下落するか 
わからなくて心配 

9,000円までの 
下落を 

許容できるか 
検討して投資できる 

9,000円という 
下値目安を明示 

下値目安のある運用 

「リターン獲得」は「とれるリスクの範囲内で」目指す 

＜守るべき下値目安がある運用＞ 

下値目安を守りながら安定的な収益獲得を目指す 

プロテクトライン®とは、基準価額が常にこれを上回る運用を目指す水準です。ただし、基準価額がプロテクトライン®を必ず上回る運用をすることを委託会
社が保証するものではありません。基準価額がプロテクトライン®まで下落した場合は、保証契約によりプロテクトライン®を下回ることなく繰上償還しま
す。なお、設定時の基準価額（10,000円／ 1万口当たり）に対するプロテクトライン®は、9,000円です。 

（R1810085） 
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あんしんスイッチ®の資産配分の推移 

2018年9月末現在のあんしんスイッチ®の資産配分は、債券資産が約
55％と多めの配分となっており、安定した値動きを目指しています。基準
価額は上がったり下がったりしますが、動きの幅は抑えられています。 

基準価額と世界の株式・国債・社債の騰落率 

株式 

債券 

短期金融資産等 債券の比率＞株式の比率 
 

（期間：2018年１月31日～9月28日、月次）  

＝ 

・資産配分の比率は、純資産総額比です。「短期金融資産等」は、現金を含みます。主に日本円であり、一部その他資産も含まれます。 
・資産配分の比率は、価格下落により利益を得られる取引（売りポジション）を含む場合、差し引いて表示しています。 

（期間：2018年１月31日～9月28日、月次）  

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。あんしんスイッチ®は信託報酬控除後です。各資産はファンドの月末最終営業日の１日前の値です。 
 使用した指数についてはP3をご参照ください。 

株式だけでなく 
債券の動向も重要です 

あんしんスイッチ®は 
株式よりも下落を抑制できました 

販売用資料 
臨時レポート 

あんしんスイッチ®と各資産の推移  
 

 
（期間：2018年１月31日～9月28日、日次）  

株式の上昇と債券の下落 

・2018年１月31日を100として指数化 

（年/月/日） 

® 

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。あんしんスイッチ®は信託報酬控除後、各資産はファンドの１日前の値です。        
     使用した指数についてはP3をご参照ください。 

2018年9月28日現在 

100.3 

98.2 
96.9 
96.5 

株式は 
下落前の 
水準に回復 

債券は 
依然下落した 

水準 

ファンドの 
基準価額は 
戻りきらず 

2018年9月 

® 
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※ 2017年8月末時点（ポートフォリオ構築直後）のポートフォリオを保
 有し続けた場合の累積リターンの試算。累積リターンは信託報酬、保
 証料、ヘッジコスト（実績）控除後。上図の数値はあくまで試算値で
 あり、使用するデータにより、実際の運用状況と異なる場合があります。 

いろいろな資産に分散して保有しておけば 
よいのですか？ 

市場環境は、状況によって様々に変化します。あんしんス
イッチ®では、分散投資に加えて、機動的に資産配分を変
更することで、より効果的な資産運用が期待できます。 

あんしんスイッチ®の資産配分の推移 

金利が上昇し、債券の価格が下落する可能性が 
あると見て、債券資産への配分比率を 
①約63％から②約38％に変更しました 

2017年8月末の資産配分のまま保有を 
続けるよりも、資産配分を変更したことで、 

プラスの効果がありました 

資産配分の変更による損益の差 
(期間：2017年9月29日～2018年1月24日、日次) (期間：2017年8月31日～2018年1月24日、日次) 

【当資料で使用した指数とその権利について】 各資産とも米ドルベース、トータルリターン。 
● 世界株式：MSCIワールド・インデックス（配当込み）MSCIのインデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、 
 その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。 
● 世界国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本）、FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営 
 されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を 
 行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全
 性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の 
 権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 
● グローバル投資適格社債：ICE BofAML Global Corporate Index、ICEの各インデックスは、ICE Data Indices, LLC又はその関係
 会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、各インデックスとともに、当ファンドに関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスさ
 れています。ライセンシー、当ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証
 券全般への投資若しくは特に当ファンドへの投資、又はインデックスの全般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能力の妥当性について、一切
 保証を行いません。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又は黙示の一切の保証を行うものではなく、明示的に、インデックス、インデッ
 クス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Data
 は、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性
 を通知されていた場合であっても同様とします。 

販売用資料 
臨時レポート 

資産配分の効果 
0.26％ 

 

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。 

①約63% 
（2017年9月29日） 

②約38% 
（2017年11月30日） 

2017年9月  2017年12月 2017年11月 2017年10月 

® 
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自分で分散して投資したり、配分を変更する
のは難しそうですね。 

投資信託なら、専門家が運用してくれます。あんしんスイッチ®

では、どの資産にどの程度投資するかを運用チームが決定し、こ
の資産配分によってプラスの効果が得られています。この1年間
の運用の効果を見てみましょう。 

あんしんスイッチ®の資産配分の変更による損益の差と資産配分の推移 

(期間： 2017年8月31日～2018年9月28日、日次) 

豊富な経験と実績を有する運用チーム 
ファンドの運用の指図の権限は、アムンディ・アセットマネジメントに委託します。アムンディは、
プロテクトシリーズの運用で長年の経験を持つ、世界のリーディングカンパニーの1つです。 

販売用資料 
臨時レポート 

※ 2017年8月末時点（ポートフォリオ構築直後）のポートフォリオを保有し続けた場合の累積リターンの試算。ファンドの累積リターンは信託報酬、保証料、 
 ヘッジコスト（実績）控除後。上図の数値はあくまで試算値であり、使用するデータにより、実際の運用状況と異なる場合があります。 

資産配分の
効果 

0.82％ 

・資産配分の比率は、純資産総額比です。「短期金融資産等」は、現金を含みます。主に日本円であり、一部その他資産も含まれます。 
・資産配分の比率は、価格下落により利益を得られる取引（売りポジション）を含む場合、差し引いて表示しています。 

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。 

® 

短期金融資産等 

株式 

債券 
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長期金利の推移とアムンディ予想値 
2018年 

9月28日現在 
12ヵ月先 
予想 

3.06 

0.47 

（％） （％） 

3.2 
3.1 

（年/月/日） 

米国の利上げはほぼ織り込み済 

金利上昇＝債券価格下落 

金利低下＝債券価格上昇 

0.75 
0.55 

（期間：2017年7月28日（あんしんスイッチ®設定日）～2018年9月28日、日次） 

出所：ブルームバーグおよびAmundi Researchのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。12ヵ月先予想はアムンディによるもの。 

金利環境の安定は、あんしんスイッチ®の基準価額回復の重要な要素です 
金利が安定し債券価格が落ち着くことで、金利収入による債券のトータルリターンの緩やかな上昇が
見込めるようになります。これは、あんしんスイッチ®の安定的な基準価額の上昇要素となります。 

債券が多いあんしんスイッチ®は、金利の 
上昇がマイナス要因になるのではないですか？ 

金利が上昇すると、債券価格が下落しますから、あんしん 
スイッチ®の基準価額にも影響がありますが、金利の上昇
は最終局面と見ています。金利水準が安定することでプラ
スの影響も期待されます。 

今後の株式市場の見通し 

全体に株価は高い水準ですが、景気や企業業績の拡大をともなっています。 
市場の変動が大きくなる可能性はありますが、先行きはポジティブに見ています。 

 全体 

 欧州 

 米国 

 日本 

景気拡大は依然続くと予想、基本的には先行きポジティブだが、変動が大きくなりやすい。 
企業業績は底堅く、ユーロ安もプラスの影響。コスト増が懸念材料。 
2019年3月末のDAX13,250ポイント程度と予想。 
好調な景気の下、企業業績は依然上方修正含み、バリュエーションもそれほど割高とは言えない。 
2019年3月末のNYダウは28,300ドル程度と予想。 
割安感が強い状況は変わらず、底堅い展開ながら、当面は変動を意識した慎重な展開か。 
2019年3月末の日経平均は25,000円程度と予想。 

出所： Amundi Researchの情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。見通しは2018年10月現在。 

販売用資料 
臨時レポート 
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投資信託は、一度値段が下がってしまった
ら、もう戻らないのですか？ 

投資信託は市場の状況を見ながら運用しますから、基準価額
が回復するケースももちろんあります。あんしんスイッチ®の 
類似ファンドの実際の動きを見てみましょう。 

通貨別上位比率 
（2018年9月末現在） 

38.4% 

32.3% 

29.1% 

0% 20% 40% 60%

米ドル 

ユーロ 

日本円 

米ドルのヘッジコスト 
ユーロのヘッジコスト  

2.45％（米ドルと日本円の短期金利差） 
-0.30％（ユーロと日本円の短期金利差） 

ｘ ＝ 38.4％（通貨別比率） 0.94％ 
-0.10％ 32.3％（通貨別比率） ｘ ＝ 

米ドル、ユーロ、日本
円の短期金利の水準
（2018年9月末現在） 

合計 
約0.84% 

【ご参考】為替ヘッジのコストについて  ※2018年9月末現在の為替ヘッジコストです。 
ファンド全体では、為替ヘッジに係るコストは0.84％程度です。また金利の上昇＝その通貨の上昇にもつながり、 
インカム収入が増えることも考えられます。従って、金利上昇に伴ってヘッジコストが上昇した場合にも、中長期的には
リターンに及ぼす影響は限定的と言えます。 
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短期金融資産等 

（億円） 

資産配分を機動的に変更した結果、基準価額は回復しました。 

類似ファンド「アムンディ・ダブルウォッチ」の基準価額が回復した事例 

あんしんスイッチ®の類似ファンド「ダブルウォッチ」の実績を見ると、2016年11月15日の基準価額10,119円から
2018年1月24日の基準価額10,481円まで、約3.6%上昇しています。あんしんスイッチ®も同様の運用を行い
ます。資産を機動的に配分することで、着実なリターンの積み上げを目指します。 

債券 

株式 

（円） （期間：2016年1月29日（ダブルウォッチ設定日）～2018年9月28日、日次） 

※ ダブルウォッチは、日々の基準価額の最高値の90％の水準をプロテクトライン®に相当する水準（フロア水準®）として運用しており、プロテクトライン®に 
相当する水準の名称やその決定方法は当ファンドとは異なります。また、基準価額をプロテクトライン®で確保するための保証契約は締結されていません。 
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米ドル 2.40％ 

ユーロ -0.35％ 

日本円 -0.05％ 

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。 

® 
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テキスト 
　お申込メモ

　手数料・費用等

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

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。

収益分配金の「再投資」を選択した場合、税引後無手数料で再投資されます。

お申込の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託期間 2033年7月11日までとします。（設定日：2017年7月28日）

決算日 年1回決算、原則として毎年7月11日です。休業日の場合は翌営業日とします。

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、または12月24日である場合には受け付けません。

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、および既に受け付けた購入・換金の申込受付を取り

消すことができます。

・基準価額がプロテクトライン
®

まで下落した場合は繰上償還となり、その翌営業日以降の購入申込受付は中止しま

す。また、償還日前の一定期間（およそ2週間）の換金申込は受け付けない場合があります。

購入単位 1万円以上1円単位

運用管理費用

（信託報酬）・

保証料

純資産総額に対して年率1.4404％（税込）以内
※

※ファンドの信託報酬年率1.2204％（税抜1.13％）以内に保証料年率0.22％を加算しております。ただし、基

準価額がプロテクトライン
®

まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還決定の翌日から償還日までは保証料

（年率0.22％）のみとなります。

◆上記の運用管理費用（信託報酬）および保証料は有価証券届出書作成日現在のものです。

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。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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。

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。

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

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。

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、

            　 　加入協会 ： 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SMBC信託銀行（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）

販売会社 ： 株式会社三井住友銀行　他

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/

SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチ®ファンド 
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投資信託に関する留意点 
■投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となってい
る「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行本支店等にご用意していま
す。■投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。■投資信託は預金ではあ
りません。■投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合
わせください。■三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
■三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 
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