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2019 New Year Special Report
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド＜年2回決算型＞

販売⽤資料ニューイヤースペシャルレポート

追加型投信/海外/債券

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。
当資料のご使⽤に際しては、P6「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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2018年の欧州ハイイールド債市場 （2018年12⽉現在 アムンディ・アセットマネジメント）

欧州ハイイールド債は、年初来のリターンが-3.45％（12⽉24⽇現在）となりました。年率リターンがマイナスと
なったのは、2003年以降で、2007年、2008年のリーマン・ショック時、2011年の欧州債務危機時以来、4回⽬
です。
欧州ハイイールド債市場は、他のリスク資産と同様に、ボラティリティ（価格変動性）上昇の影響を受けました。

中国、欧州を中⼼とした世界経済成⻑率の鈍化、⽶中の貿易摩擦の激化、英国のEU（欧州連合）離脱問題、
イタリアの財政問題、ECB（欧州中央銀⾏）の量的緩和終了、FRB（⽶連邦準備理事会）の利上げなどの要
因が絡み合い、ボラティリティは上昇しました。このような環境下、欧⽶のハイイールド債市場は、２年連続で資⾦流
出に⾒舞われました。
欧州ハイイールド債のスプレッドは、年初来2.20%広がりました（12⽉24⽇現在）。特にB格やCCC格以下の

格付の低いセクターのスプレッドがそれぞれ2.74％、4.74％と⼤きく拡⼤（BB格は1.73％拡⼤）したのは、企業
固有のリスクの⾼まりによるものと考えられます。
また、2018年初めの市場の期待とは異なり、ドイツの⾦利は質への逃避により年初来で低下し、⽶国の⾦利との

差が拡⼤したことも注⽬に値します。

欧州ハイイールド債のデフォルト率
およびスプレッドの推移

欧州ハイイールド債: ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index、欧州ハイイールド債のスプレッド：ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained IndexにおけるOAS（オプション調整後スプレッド）を使⽤。使⽤した指数の権利についてはP9をご参照ください。

期間：（左図）2002年12⽉31⽇〜2018年12⽉24⽇、⽇次、（右図）2002年12⽉末〜2018年11⽉末、⽉次。
出所：ブルームバーグ、ムーディーズのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
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欧州ハイイールド債のパフォーマンス
（ユーロベース、トータルリターン）の推移

当資料では、8つのコースを総称して「各ファンド」といいます。
各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託を主な投資対象とします。
欧州のハイイールド債の運⽤は、アムンディ・アセットマネジメントが⾏います。

・ デフォルト率とは、債券の元利⾦（利⾦および償還⾦）の⽀払ができなくなる銘柄の市場に占める割合のことです。
・ スプレッドとは、国債とハイイールド債の利回りの差を表しています。市場環境が悪い場合には、国債に資⾦が向かい、ハイイールド債等のリスク資産とのスプレッド

が拡⼤します。市場環境が回復してくると、リスク資産が相対的に選好される傾向となり、スプレッドが縮⼩します。

※ 当資料において、「欧州ハイイールド債」の数値については、「ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index（ユーロベース）」を、
「⽶国ハイイールド債」の数値については、「ICE BofAML US High Yield Constrained Index（⽶ドルベース）」を使⽤しています。
使⽤した指数の権利についてはP9をご参照ください。
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2019年の市場⾒通し、注⽬点 （2018年12⽉現在 アムンディ・アセットマネジメント）

2018年は世界経済が同時に拡⼤するという期待で始まりましたが、世界的に広がる保護主義的な政策や⽶ド
ル⾼による新興国の混乱が世界経済成⻑の重しとなりました。ユーロ圏では、特にイタリア等の政治的な問題が影
響し、経済⾒通しが下⽅修正されました。アムンディでは、ユーロ圏の2019年GDP成⻑率予想を、2018年初め
の2%から1.5%へ引き下げましたが、景気後退の兆しは⾒えず、全般的にポジティブであるとみています。緩やか
な経済成⻑のシナリオは、株式よりも債券市場を後押ししており、ECBの⾦融正常化加速を抑制すると考えます。

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。

欧州ハイイールド債格付別組⼊⽐率 ⽶国ハイイールド債格付別組⼊⽐率

過去２年間、欧⽶ともに資⾦はハイイールド債市場から流出傾向ではあったものの、欧州では、10、11⽉マイナ
スリターンであったにもかかわらず、この四半期の資⾦流出に⽬⽴った加速は⾒られませんでした。これはECBの量的
緩和終了への懸念から欧州ハイイールド債を売却したい投資家は、2018年前半にすでに売却してしまっていること
を⽰唆します。欧州ハイイールド債の利回りは、80%以上の欧州債券市場の利回りが2%未満であることと対
照的であり、いずれ市場への資⾦流⼊があることが期待されます。

マクロ経済環境

企業の健全性

投資の魅⼒

ここ数ヵ⽉において財務レバレッジ（他⼈資本で資⾦を調達すること）はやや拡⼤したものの、ハイイールド債の
発⾏企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）は堅調です。ハイイールド債の満期のピークは、2022年から
2023年にあり、当⾯の借り換えの必要性は限定的です。こうしたことから、デフォルト率が今後12ヵ⽉で⼤きく上
昇することは考えにくい状況です。しかし、個別企業のリスクは⾼いままであり、健全性の格差はさらに拡⼤すると
みています。

欧州ハイイールド債は、スプレッドが年初来拡⼤し、4.94％となりました。このスプレッドの⽔準は、過去10年の
中央値※を上回る⽔準であり、欧州ハイイールド債をより魅⼒的にしています。
⼀⽅、⽶国ハイイールド債を⾒ると、スプレッドは4.30％と欧州ハイイールド債より低い⽔準にあります。加えて、

相対的にBB格の⽐率が低く、低格付のB格、CCC格以下の⽐率が⾼い状態です（下記円グラフ参照）。
⽶国ハイイールド債の利回り（7.26％）は欧州ハイイールド債（4.81％）よりも⾼い⽔準にありますが、欧州

ハイイールド債は今後スプレッド縮⼩余地があること、平均格付が相対的に⾼いこと、ユーロの円に対する相対
的に低いヘッジコストを考慮すると、魅⼒的な投資対象であると考えます。

資⾦の流出⼊

（数値は2018年11⽉末現在）

※ 2008年12⽉末〜2018年11⽉末、4.62％
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今後の運⽤⽅針 （2018年12⽉現在 アムンディ・アセットマネジメント）

各ファンドのポートフォリオは、ベータ値（市場変動に対する価格感応度）が1をやや下回る⽔準（市場変動を
下回る⽔準）です。政治的不透明感や成⻑率鈍化により、より慎重な姿勢に転換しています。今後は市場への
前向きな⾒通しを反映するため、新発債を活⽤しつつ、ベータ値をやや引き上げる⽅針です。
格付については、引き続き企業固有のリスクが少ないと考えるBB-格〜B＋格を重視します。
セクターに関しては、景気敏感セクターには引き続き慎重な姿勢をとりながらも、2018年第4四半期決算や

2019年の⾒通しに鑑み、⾒直しを⾏う予定です。BB-格では事業債よりもスプレッドの⾼い⾦融劣後債（AT1
債）への投資も維持していますが、企業固有のリスクへの懸念から選別的に保有を減らしています。
また、流動性に着⽬して⼀定の現⾦⽐率を維持し、⼀部はデリバティブを活⽤し債券からのリターン獲得を⽬指し

ます。デュレーションに関しては、成⻑率鈍化の環境下で⾦利がやや上昇すると予想しているため、相対的に短い⽔
準を維持します。
2019年も、引き続き個別銘柄選択を重視しつつ、分散投資や流動性に配慮した運⽤を継続する⽅針です。

運⽤資産額 欧州No.1※の運⽤会社
フランス・パリに本拠点を置くアムンディは、1894年に農業系⾦融機関の中央機関として
設⽴されたフランス最⼤かつ世界有数のユニバーサルバンク、クレディ・アグリコル・グループ
の資産運⽤会社です。世界でもトップクラスの運⽤資産額を有します。グループのネット
ワークを存分に活かし、世界30ヵ国以上に拠点を展開、価値ある資産運⽤を世界中の
お客様にお届けしています。堅実かつ信頼のおけるパートナーとして、40年以上にわたり
⽇本のお客様にも資産運⽤サービスをご提供しています。

アムンディ・アセットマネジメント

※ インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運⽤会社トップ400社（2018年6⽉版、2017年12⽉末の運⽤資産額）に基づく。

マリーナ コーエン
アムンディ・アセットマネジメント
欧州ハイイールド債券チーム ヘッドポートフォリオマネージャー

1997年 ドフィーヌ⼤学修⼠課程修了（コーポレートファイナンス専攻）
2000年 ファイナンシャルアナリスト（フランス⾦融アナリスト協会）取得
2010年 アムンディ（旧クレディ・アグリコル・アセットマネジメント）⼊社
2012年11月 ハイイールド債券チームのヘッドに就任
クレジットアナリスト、クレジットファンドマネージャーの経歴を有し、
アムンディ⼊社以前は、セルサイドのエクイティアナリストとしても6年間従事。

緩やかな経済成⻑というシナリオに沿って、欧州ハイイールド債のスプレッドはおおむね横ばいで推移し、ドイツ5年
国債利回りは約0.2％上昇すると予想しています。2018年11⽉末現在の利回り（4.81%）、デフォルト率
（1.50%）等を考慮すると、2019年のトータルリターンは3%（費⽤控除前）程度となる予想です。
経済がもたつく中、中国や⽶国の中央銀⾏の政策ミスや利上げ、政治問題や企業固有のリスクにより、世界の成

⻑率の鈍化が市場予想よりも⼤きく低下することがリスクです。しかし、不利なシナリオの場合でも、2018年に拡⼤
したスプレッドがクッションとなり、⼤きなマイナスリターンとなることはないと予想しています。

出所：ブルームバーグ、ムーディーズのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

2019年の期待リターン
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ユーロ

⽶ドル

政治要因を主とした様々な不安材料から、125円近辺まで下落する局⾯も想定され
ます。また、英国が2019年3⽉末に無秩序に離脱する不安が⾼まっており、これもユー
ロ安要因です。ただし、⽶欧⾦利差縮⼩が下⽀えになる⾯もあり、⼀本調⼦なユーロ
下落は予想できません。ユーロ圏の景気減速も当⾯続くとはいえ、原油安が景気を下
⽀えすると⾒込まれます。なお、政治要因によるユーロ安はファンダメンタルズ（基礎的
条件）的な根拠に乏しく、問題解決がみられれば即座にユーロ⾼につながることも有り
得ると考えます。

利上げの早期打ち⽌め観測が台頭し、⽶国10年国債利回りが3％を割り込み、⽇
⽶⾦利差が縮⼩していることは円⾼要因とみられます。⼀⽅、⽶国⾦利の頭打ちは、
新興国通貨下落の痛みを和らげることにつながり、これは⽶ドルの下⽀え要因とみられ
ます。また、⽶中貿易摩擦が⼀時休戦となり、貿易縮⼩による景気減速懸念は緩和
され、政治リスクの後退が⽶ドル⾼につながる⾯もあります。⽶国景気は緩やかな減速
傾向が⾒込まれ、中⻑期的には⽶ドル⾼修正の局⾯と考えますが、⽬先は狭い範囲
での推移が⾒込まれます。

為替の⾒通し （2018年11⽉末現在）

※「為替の⾒通し」および「⽅向性（対円）」は、基準⽇（右上に表⽰されている⽇付）から3ヵ⽉間程度のアムンディ・ジャパン株式会社の⾒通しです。
将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ⽉経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

ニューイヤースペシャルレポート
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド＜年2回決算型＞| 2019年1⽉

当資料のご使⽤に際しては、P6「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。

豪ドル

⽶国の利上げ打ち⽌め観測が台頭し、市場がそれを織り込む動きになっていることか
ら、豪州国内の⾦融政策の動向がより影響を強めると考えます。RBA（豪州準備銀
⾏）のインフレ率、景気の想定によれば、2019年後半には豪州でも利上げ気運が
拡⼤すると⾒込まれます。7-9⽉期の実質GDP（国内総⽣産）成⻑率が低下する
など、⾜元は景気拡⼤ペースが鈍化しており、当⾯上昇余地が狭まり、景況感次第
では豪ドル安が進⾏する局⾯もあるとみられますが、半年から1年先という観点では、
豪ドルは下げにくい展開になっていくと考えます。
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ブラジルレアル

資源国通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）

メキシコペソ

トルコリラ

⽶国の利上げについて先⾏きの⾒通しがおおむね⽴ってきたことに加え、景気回復傾向が
よりはっきりしてきたことはブラジルレアルにとって追い⾵です。中央銀⾏は、こうした経済情勢
に対し、2019 年は景気回復に応じた利上げを想定しており、対⽶⾦利差拡⼤への期待
から底堅く推移することが期待されます。しかし、ボルソナロ次期⼤統領の政策スタンスが波
乱要因です。次期⼤統領は基本的には構造改⾰推進派であり、⼤筋で市場は肯定して
いるものの、政策推進のスピード次第で市場の評価が揺れるため、当⾯は⽅向感のない展
開が予想されます。

豪州では⾜元の景気がやや期待外れで、⾦利上昇期待がやや後退し、⽬先は豪ドル安
が進⾏する可能性があります。ブラジルレアルは、引き続き次期政権の政策スタンスに対す
る不透明感が⾜かせで、⽅向感のない展開が予想されます。南アフリカランドは揺り戻しの
買いが⼀巡した後、国内経済の厳しさとラマポーザ政権の政策運営に対する過度な期待
の剥落で、上昇余地が狭まっているとみられます。⽶国の利上げの⾏⽅がみえてきたことは
⼀様に追い⾵ですが、当⾯はやや神経質な展開になると⾒込まれます。

⽬先は政権運営への不安が重しとなり、神経質な展開を余儀なくされそうです。しかし、
インフレ抑制を優先する中央銀⾏の政策スタンスによって、緩やかな景気拡⼤とインフレ
安定の⽅向性は変わっておらず、中期的には、メキシコに対する市場の好感度が上がって
いくと期待されます。中央銀⾏はインフレ⾒通しを上⽅修正し、短期的なメキシコペソの
動き次第では追加利上げもあり得ますが、原油価格下落でインフレ⽬標（＋3±1％）
への収れんが速まる可能性もあり、⾼めな⾦利⽔準に投資資⾦流⼊が回復することが考
えられます。

エルドアン⼤統領が「⾦利を下げればインフレ率が下がる」という、特異な⾦利・インフレ観を
変えておらず、しかも強権的な政治環境にあるため、利上げによって市場は急速に正常化
したものの、まだ政治リスクが後退したとは⾔えない状況です。したがって、当⾯はまだ下落リ
スクが⼤きいと判断せざるを得ません。しかし、政治による⾦融政策の介⼊がない場合は、
経済活動も次第に正常化し「失地回復」としてトルコリラが上昇余地を探って⽔準をさら
に切り上げてくる可能性もあり、政治と⾦融政策との関係に注⽬です。

為替の⾒通し （2018年11⽉末現在）

※「為替の⾒通し」および「⽅向性（対円）」は、基準⽇（右上に表⽰されている⽇付）から3ヵ⽉間程度のアムンディ・ジャパン株式会社の⾒通しです。
将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ⽉経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
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　ファンドの目的

　ファンドの特色

①

②

③

　収益分配金に関する留意事項

●

●

●

　投資リスク

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

各ファンド（8つのコースを総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」といいます）は、
高水準の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。

各ファンドは、欧州のハイイールド債（高利回り債／投機的格付債）を実質的な主要投資対象とします。

・各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」または「ストラクチュラ-欧

州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」と、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。

※ 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。

・ユーロコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

各ファンドは、毎決算時（原則として毎年4月および10月の各8日。休業日の場合は翌営業日とします）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。

・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。

・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。

・資源国通貨コースは、各外国籍投資信託の３つのシェアクラスに均等に投資を行います。

「アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから
構成されています。

・米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、ユーロ売り／取引対象通貨買い

の為替取引を行います。

・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。

・欧州のハイイールド債の運用は、アムンディ アセットマネジメントが行います。

◆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。◆

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券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。

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。

各ファンドにおける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、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」をご参照ください。

当資料は、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド＜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。

《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。

・
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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

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

購入代金

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社が定める期日までにお支払いください。

ファンドに関する

照会先

販売会社

換金単位

詳しくは販売会社にお問合せください。

信託期間

換金価額

換金代金

購入・換金申込

受付不可日

申込締切時間

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

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。

年2回決算、原則毎年4月および10月の各8日です。休業日の場合は翌営業日とします。

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。

委託会社

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。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.7608％（税込）※

※各ファンドの信託報酬年率1.0908％（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0.67％）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。

購入時手数料

収益分配

課税関係

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

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）

販売会社についてはP9をご参照ください。

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/

受託会社

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

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。

運用管理費用

（信託報酬）

その他の費用・

手数料

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。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、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。

2016年1月14日（設定日）から2021年4月8日までとします。

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。

換金制限

決算日

購入・換金申込受付

の中止および取消し

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3.24％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じて得た金額とします。
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＜当資料で使⽤した指数の権利について＞
・ 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、各ファンド

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、各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各ファンドへの投資、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。

・ 当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権およびその他⼀切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各インデック
スの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停⽌する権利を有しています。


