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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式
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は「各ファンド」という場合があります。

2021年12月 ブランド名をファースト・イーグル・インベントメンツへ

ロイヤルギフトの主要投資対象ファンド※1を運用するファースト・イーグル・インベストメンツの
オーナーファミリーであるアンホールド家が地元企業へ資金を提供するビジネスを開始したのは
1864年※2のこととなります。
ファースト・イーグル・インベストメンツは、ドイツから米国へ、銀行から証券会社、運用会社へと、
拠点や業態を変化させながら長い歴史を紡いできました。
二度にわたる世界大戦やハイパーインフレ、世界恐慌など、激動の時代を経験しながら
オーナーファミリーが受け継いできた意思が現れた運用手法について、ご紹介いたします。

- 目次• 「損をしたくない」を独自のバリュー投資で体現
• 金と現金で危機に備える
• インフレ動向を世界が気にする今

P2
P3
P4

ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメントは2021年12月にブランド名をファースト・イーグル・インベストメンツに改称しました。
※１ ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド（以下、ファースト・イーグルAIF)
※2 ファースト・イーグル・インベストメンツの前身であるアンホールド商会の創業年
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資産を育てたいからこそ、大きな損失の回避を重視
一般的に、インフレを意識した株式投資の定石は景気敏感株やバリュー株といわれますが、
ファースト・イーグル・インベストメンツの運用手法は、独自のバリュー投資を中核に据えています。
その根底にあるのは「資産の保全」、つまり損をしたくないという意思です。
投資において、常に、全く損をしないことは不可能です。
ファースト・イーグル・インベストメンツが避けようとするのは、長期的に取り返しのつかないような大きな損失です。
それこそが資産を育てることへの近道と考えるからです。

鉄則1︓ 損をしないこと※1
鉄則2︓ 鉄則１を決して忘れないこと※1
⻑期的な投資によって資産を増やすためには、取
り返しのつかない大きな損失を出さないことが決
定的に重要。
資産保全に最も重要な事は、（仮に、自分以
外が全員投資していても）分からない物には決
して手を出さないこと。
※1 米国の著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏の投資
哲学を継承。

⻑期投資︓株価は短期的には企業価値からか

い離することがあるが、⻑期的には本源的価値※2
に収れんする。
→⻑期的な投資家には収益機会が存在する。

バリュー投資の徹底︓常に十分に割安な水準
で投資し、割高な水準では売却する。
→例外を設けない投資。

本源的価値に対する割安度合という明確な投資基準を持つことに
より、不透明な環境下でも合理的な投資判断を下す。
※2 ファースト・イーグル・インベストメンツの徹底した独自分析に
より算出した「企業が本来有する価値」。

【ご注意】 上記は運用チームの投資哲学であり、ファンドの将来の運用実績等を示唆または保証したものではないことに十分にご注意ください。
資⾦動向、市況動向等の急変により上記の運⽤が困難となった場合、上記と異なる運⽤を⾏う場合があります。
当資料のご使⽤に際しては、最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。
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危機に備え、さらに好機となす
ロイヤルギフトの実質的な運用は、ファース
ト・イーグル・インベストメンツが担います。
ファースト・イーグル・インベストメンツには、
「将来は不確実で不透明だが、危機は必ず
訪れる」という確信があります。それゆえに、
独自のバリュー投資を「損をしない」ことに
対しより強靭にする手段として、危機などに
よる株式市場調整時の守りの資産としての
金関連資産、株価下落時の割安な投資機
会を捉えるための現金を一定水準あわせ
持つ資産配分を行います。

＜ロイヤルギフトの資産別配分＞
（イメージ図）

※

過去のバブル局面の市場の熱狂とその崩
壊を回避してきた運用手法であり、同社の
オーナーファミリー、ファンドマネジャーや従
業員も自らの資金を投資しています。

※ ファースト・イーグルAIFでは、⾦関連株式等に投資します。
（⾦現物は含まれません。）
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。

コラム： 有事の金、インフレ対応力にも期待

ファースト・イーグル・AIFでは、金関連資産を不測の事態への守りとして保有してい
ます。金は、限りある現物資産であるという強みから、市場混乱時やリスク回避局面
で買われる傾向があるからです。
また、インフレから資産価値を守るという観点からも、金は魅力的であると考えられ
ます。約100年前、金1トロイオンスが約30ドルだった時代、30ドルあれば立派な
スーツが買えたそうです。現在30ドルで立派なスーツを買うことは難しい一方、
2021年末の金の価格は約1,800ドル超。時代とともにその価値（購買力）を維持
しているといえます。
資⾦動向、市況動向等の急変により上記の運⽤が困難となった場合、上記と異なる運⽤を⾏う場合があります。
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インフレの見立ては一過性から長期へ
エネルギーや半導体・レアメタルなどの
価格上昇による耐久財および非耐久財
価格の上昇、労働力不足からの賃金上
昇によるサービス業などの産業全般へ
の影響などを受け、世界経済は、コロナ
禍からの回復途中でインフレに直面して
います。産業全般にわたるコストの上昇
が現実となったことで、インフレが一過性
のものではなく、経済回復過程において
長引くのではないかとの見通しが強まり
ました。
米国PCEに見る強いインフレ
2000年からの米国のPCE（個人消費
支出）（インフレ調整前、前年同月比）平
均は全体でも各部門でも４％台である
一方、直近3ヵ月の平均はいずれも2桁
台の高いインフレ水準にあります。
デフレが長期常態化していた日本にお
いても、輸入が経済活動の多くの側面に
影響することから、インフレを肌で感じ、今
後にさらなる物価上昇を予想する声が
多くなっています。
不確実な未来に一貫した運用で臨む
ファースト・イーグル・インベストメンツは、
将来を常に不確実ととらえ、独自のバ
リュー投資に金関連と現金の保有を加
える一貫した運用を貫くことで、さまざま
な経済シナリオにわたり魅力的なリター
ンを提供しうる強靭なポートフォリオ構築
を目指します。インフレ対応を意識するこ
の時代にも、「ロイヤルギフト」を資産運
用の選択肢としてお選びいただければ
幸いです。

米国：耐久消費財に続き、サービス部門の価格も上昇
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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。
期間︓2000年1⽉〜2022年2月、月次
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。

日本：8割弱がインフレを実感


現在の物価に対する実感（現在を1年前と⽐べると）



1年後の物価に対する⾒⽅（1年後を現在と⽐べると）

出所︓⽇本銀⾏「⽣活意識に関するアンケート調査」（第88回＜2021年12月調査＞）
を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
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ファースト・イーグル・インベストメンツについて
「ファースト・イーグル・リフレクションズ 2021-2022年版」より

ファースト・イーグル・インベストメンツの
歴史

忍耐、謙遜、そして信念

メッセージ
『ファースト・イーグル・インベストメンツは、独立系の非公開
資産運用会社であり、世界中の個人および機関投資家の
皆様の投資ニーズに応えることに専念しています。弊社の歴
史を通して一貫して、お客様の購買力を時間の経過とともに
損なう様々な要因を軽減することに努めてまいりました。これ
は、今日も中核的なミッションとして維持されています。弊社
のアクティブで、絶対リターン指向のポートフォリオの基礎に
は、ファンダメンタルの調査が根付いており、ダウンサイドリス
クを抑止することを極めて重視する姿勢を維持する一方で、
景気循環の過程を通じて、魅力的な実質リターンを生み出
すことに注力しています。
弊社の投資チームは、様々な株式および株式中心のポート
フォリオ、公開・未公開企業の債券、マルチアセット、ならびに
オルタナティブストラテジーファンドを、規律ある、伝統に縛ら
れない発想で、グローバルな視点と、長期的なお客様の利
益を我々の利益と重ね合わせることで、他社と一線を画する
運用をおこなっています。』

1803 ドイツ・ベルリンでエス・ブライシュローダー社
創業
1864 ドイツ・ドレスデンでアンホールド商会創業
アンホールド家が創業、
さまざまな地元企業に資金を
提供。ドイツを統一した
ビスマルク政権からの
絶大な信頼により急成長
1914-1918
第一次世界大戦
1923
ドイツで空前のハイパーインフレ
1929
世界恐慌 ドイツでは1932年までに600万人超の失業者

1931 Ｓ.ブライシュローダー
銀行と統合
ヨーロッパを代表する商業
銀行兼投資銀行の一つに
1933
ナチス・ドイツ政権誕生

1937 米国ニューヨーク市に
移転

＝

運用資産残高

独立系のプライベート
資産用会社で、その歴史は

約1,100億

ドル

1864年にまで遡る

1939-1945
第二次世界大戦

1999 ソシエテ・ジェネラル・アセットマネジメントの
過半数の株式を取得
忍耐、謙遜、信念を特徴と
する慎重な投資アプローチ
のコミットメントがより堅固に
2002 投資運用専業に

従業員数444名、
その内、投資プロフェッ
ショナルは91名

10ヵ所の営業所を
全世界に展開し、本部を
ニューヨーク市に置く

出所：ファースト・イーグル・インベストメンツ。2021年12月31日現在の情報。

2009 ファースト・イーグル・
インベストメント・マネジメントに
社名変更
2021 ファースト・イーグル・
インベストメンツに改称
出所：ファースト・イーグル・インベストメンツ、各種情報を基に、
アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
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販売会社一覧（業態別・五十音順）
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型/毎月決算型
愛称︓ロイヤルギフト
⾦融商品取引業者等
株式会社⾜利銀⾏※
株式会社関⻄みらい銀⾏
株式会社群⾺銀⾏
株式会社埼玉りそな銀⾏
株式会社新⽣銀⾏
（委託⾦融商品取引業者
マネックス證券株式会社）
株式会社千葉銀⾏
株式会社八十二銀⾏
株式会社北海道銀⾏
株式会社りそな銀⾏
auカブコム證券株式会社
株式会社SBI証券
ぐんぎん証券株式会社
東洋証券株式会社
ほくほくTT証券株式会社
マネックス証券株式会社
楽天証券株式会社

登録番号

日本証券 一般社団法 一般社団法 一般社団法 一般社団法
業協会 人投資信託 人日本投資 ⼈⾦融先物 ⼈第⼆種⾦
協会
顧問業協会 取引業協会 融商品取引
業協会
○
○
○
○
○
○
○
○

登録⾦融機関
登録⾦融機関
登録⾦融機関
登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第43号
近畿財務局⻑（登⾦）第7号
関東財務局⻑（登⾦）第46号
関東財務局⻑（登⾦）第593号

登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

登録⾦融機関
登録⾦融機関
登録⾦融機関
登録⾦融機関
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（登⾦)第39号
関東財務局⻑（登⾦）第49号
北海道財務局⻑（登⾦）第1号
近畿財務局⻑（登⾦）第3号
関東財務局⻑（⾦商) 第61号
関東財務局⻑（⾦商) 第44号
関東財務局⻑（⾦商）第2938号
関東財務局⻑（⾦商）第121号
北陸財務局⻑（⾦商）第24号
関東財務局⻑（⾦商）第165号
関東財務局⻑（⾦商）第195号

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型（為替ヘッジあり）/毎月決算型（為替ヘッジあり）
愛称︓ロイヤルギフト（為替ヘッジあり）
⾦融商品取引業者等
株式会社⾜利銀⾏※
株式会社関⻄みらい銀⾏
株式会社埼玉りそな銀⾏
株式会社新⽣銀⾏
（委託⾦融商品取引業者
マネックス證券株式会社）
株式会社八十二銀⾏
株式会社りそな銀⾏
株式会社SBI証券
東洋証券株式会社
マネックス証券株式会社
楽天証券株式会社

登録番号

日本証券 一般社団法 一般社団法 一般社団法 一般社団法
業協会 人投資信託 人日本投資 ⼈⾦融先物 ⼈第⼆種⾦
協会
顧問業協会 取引業協会 融商品取引
業協会
○
○
○
○
○
○

登録⾦融機関
登録⾦融機関
登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第43号
近畿財務局⻑（登⾦）第7号
関東財務局⻑（登⾦）第593号

登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

登録⾦融機関
登録⾦融機関
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（登⾦）第49号
近畿財務局⻑（登⾦）第3号
関東財務局⻑（⾦商）第44号
関東財務局⻑（⾦商）第121号
関東財務局⻑（⾦商）第165号
関東財務局⻑（⾦商）第195号

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○

※ 年2回決算型のみのお取り扱いとなります。

委託会社、その他関係法人等の概要
委託会社
受託会社
ファンドに関する照会先

アムンディ・ジャパン株式会社 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、
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
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︓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
ホームページアドレス︓https://www.amundi.co.jp/

＜当資料のお取扱いについてのご注意＞
■当資料は、法定⽬論⾒書の補⾜資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売⽤資料であり、法令等に基づく開⽰資料ではありません。■当
ファンドの購⼊のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、内
容は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご⾃⾝でご判断ください。■当資料は、弊社が信頼する
情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があり
ます。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を⽰したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運⽤
成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配⾦が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に
投資します。組⼊れた証券等の値下がり、それらの発⾏者の信⽤状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、こ
れら運⽤により投資信託に⽣じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預⾦、保険契約とは異なり、預⾦保険機構・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ご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。■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。
当資料のご使⽤に際しては、最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。
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