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当ファンドにおける中国のイノベーション関連企業
以下①～④のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業をいいます。
①中国に主たる拠点を有している企業 ②中国国内の株式市場に上場している企業
③収益の大部分を中国であげている企業 ④主たるビジネスを中国で行なっている企業

※バリュー・パートナーズについてくわしくは、13、14ページをご参照ください。

世界の先端を走る
中国のイノベーション関連企業に投資します

中国株運用で実績を持つ
バリュー・パートナーズが運用します

 バリュー・パートナーズ香港リミテッド （以下、バリュー・パートナーズ）は、
アジアのウォーレン・バフェットの異名を持つ謝（チェー）会長が率いる、香港最大級の独立系運用会社です。

 創業以来、「徹底した調査」と「バリュー投資」に基づく中国株運用により、高い評価を獲得してきました。

 中国では、EV（電気自動車）やEコマース（電子商取引）など、数多くの先端分野で、急速な市場拡大が続いています。
 当ファンドでは、革新的な技術により高い成長が期待される中国のイノベーション関連企業に投資を行ないます。



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 4当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

世界中で革新的な技術を活用した企業が急成長を遂げています。

特に、企業価値10億米ドルを超える未上場企業はユニコーン企業と呼ばれ、

イノベーションの担い手として注目を集めています。

※2015年は4月末、2021年は4月16日時点 ※ユニコーン企業：企業価値が10億米ドルを超える未上場企業

※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

（出所）CB Insights

ユニコーン企業数の変化 世界のユニコーン企業上位10社（企業価値順）

（社）

※主な事業は大和アセットマネジメント作成。
※ユニコーン企業は未上場企業のため、現時点で当ファンドの投資対象とはなりません。
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11.7倍

英国 インド ドイツ米国 中国

（2021年4月16日時点）2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021
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11.4倍

企業名 国 主な事業 企業価値
（億米ドル）

字節跳動（バイトダンス） 中国 デジタルメディア/AI 1,400
ストライプ 米国 フィンテック 950
スペースＸ 米国 宇宙輸送 740
滴滴出行（ディディチューシン） 中国 配車サービス 620
インスタカート 米国 食料品即日配達 390
ユーアイパス 米国 AI 350
クラーナ スウェーデン フィンテック 310
エピックゲームズ 米国 コンピュータゲーム 287
データブリックス 米国 データ＋AI 280
リビアン 米国 EV 276



環境対策に力を入れる政府の後押しもあり、
中国では圧倒的なペースで電気自動車市場が拡大しています。

2015

2019

0.30.5

0.7

2.0兆米ドル

米国
中国

単位：兆米ドル
※2019年は予想値
（出所）Statista

69倍

EV販売台数

2.9倍

Ｅコマース売上額

単位：万台
（出所）IEA「Global EV Outlook 2020」
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中国におけるEコマースの市場規模は
他の追随を許さない規模で拡大することが予想されています。

2013
2016

2019

米国
中国

106万台

33
34

16
9.71.5



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 6当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 6当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

デジタル決済の取引額
（2025年予測）

4.2倍
製造業向けロボット

販売台数

単位：万台
※2021年は予想値

（出所）IFR「World Robotics 2018」

（出所）Statista Digital Market Outlook 2021

2.0倍

製造業のロボット化は中国政府の重点分野のひとつです。
販売台数はすでに世界1位（2017年時点）で、今後も高い伸びが見込まれています。

2015
2017

2021

2.8
3.3

4.6

6.9
13.8

29万台

米国

中国

タクシーもコンビニも、路上の屋台もモバイル決済。
中国の都市部では、現金を持たない生活が始まっています。

米国

中国

2.1兆米ドル

4.2兆米ドル

米国

中国



なぜ中国が
世界のイノベーションを先導するのでしょうか

北京商務中心区
北京市朝陽区に位置し、北京の新規中心業務地区（CBD）として開発された新都心。
世界経済の中枢地区となることを目指して北京市政府によって開発が進められています。 7



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 8当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

― 中国が世界のイノベーションを先導する理由１

 中国などの新興国では、次世代サービスが既存サービスを飛び越えて普及する「リープフロッグ型成長」が起こることがあります。
 既存サービスの普及率が低いことや、産業育成を目指す政府の支援等を背景に、既存サービスの普及を待たずに次世代サービスが先に普及するためです。
 インターネットを活用したサービスなど、既存サービスと比べ導入コストの低い次世代サービスで多くみられます。

（出所）BIS
※2012年～2019年

※キャッシュレス決済は、（カード決済＋E-money決済）を使用。

先進国 新興国
既存サービスの普及率

インフラ・規制の整備

次世代サービスの普及速度

△○

△○

◎△

1.7倍

3.4倍
中国は、銀行店舗が少なくATMの普及が進まないなど、
現金の利便性が低い国でした。だからこそ、相対的に導入
コストの低いキャッシュレス決済が爆発的に普及しました。

キャッシュレス決済
金額の伸び

〈先進国〉 次世代サービス普及のイメージ図 〈新興国〉次世代サービス普及のイメージ図

で発生する が
世界のイノベーションをけん引します。

（
普
及
率
）

（時間） （時間）

（
普
及
率
）

競合する既存サービスを経て
段階的に

次世代サービスへ移行

既存サービスを経ずに
段階を飛び越えて

次世代サービスが普及

次世代サービス

既存サービス

次世代サービス

既存サービス

次世代サービスが一足跳びに普及する「リープフロッグ型成長」

米国 中国
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― 中国が世界のイノベーションを先導する理由２

 中国では、「政府」、「民間企業」、「人材」の3要素が相互に支えあうことで、革新的な技術や新ビジネスが加速度的に成長する環境が形成されています。

三位一体で
イノベーションを支える

豊富な理系人材
理工系大学の卒業者数は他国を圧倒。

量・質ともにトップクラスの

4.7

2.6

0.6 0.2
0

2

4

6

中国 インド 米国 日本

（百万人） （2016年）

優秀な留学生は中国を目指す
中国国内での企業に就職するため
帰国する留学生が増加。

理工系大学の卒業者数

｢ヒト＝人脈｣｢モノ＝設備｣｢カネ＝資金｣で起業家を支援

衆創空間
起業支援の共用オフィス。
中国全土で2,000カ所以上。BAT

中国を代表するIT企業大手3社（バイドゥ、アリババ、テン
セント）の頭文字。BAT3社だけで年間300社以上のプロ
ジェクトに出資。

BATが出資・買収したプロジェクト数

トップダウンでイノベーションを促進

急速な発展が起こる
経済特区

中国製造2025
2025年までに、
次世代情報技術など10の
重点分野で飛躍的発展を目指す。

大衆創業・万衆創新
創業（起業）、創新（イノベーション）
の促進を目指す。2015年に政府の有
力政策として取り入れられた。

雄安
深セン

2035年までに緑豊かでスマー
トな現代化都市を築く

スタートアップ企業が集まる
中国のシリコンバレー※上記はイメージです。

※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 9当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

245

335

（出所）Statista、RHIND DATA、バリュー・パートナーズ、各種資料

イノベーションを生み出す環境



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 10当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

19 ％

24 ％

過去10年の

（年率換算）

米国IT
セクター株式

世界IT
セクター株式

世界株式

中国IT
セクター株式

米国IT
セクター株式

世界IT
セクター株式

世界株式

過去10年の

（年平均成長率）

中国IT
セクター株式

（出所）ブルームバーグ

中国のITセクター企業の株式は、利益成長を背景に、高いリターンを生み出しました。
今後もイノベーションを活用する企業が株式市場をけん引すると期待されます。

※期間：2011年3月末～2021年3月末（現地通貨ベース）
※世界株式は、MSCI ACWI Indexを使用。その他についてはMSCI各国IT指数を使用。※利益成長率は、12カ月1株当たり利益（EPS）をもとに計算。

株式市場でも躍進する中国イノベーション

19% 17%

7%
9%7%

0%



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 11当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

 巨大な国内市場を武器に急成長する
サービスや企業が生まれている

 環境対策を重視する中国政府はEVの普及
に力を入れている

 モバイル決済やオンライン医療、eコマースなど
 中 国 の EV 市 場 は 、 販 売 台 数 ベ ー ス で

2015年に米国を抜いて世界トップに

（出所）バリュー・パートナーズ

ファンドマネージャーの注目分野のご紹介 ※2021年3月時点の注目分野の一例であり、下記以外
の分野にも投資する場合があります。また、今後変更となる
場合があります。

 製造業のレベルアップは中国政府の注力分野

 半導体、素材など幅広い分野で製造技術の
底上げが進む

 急速に高齢化が進む中国では、政府が医療制度改革に力を入れている
 国民1人あたり医療支出も低い水準にあり、今後、市場規模の拡大が見込まれている



優れた企業を選び抜く中国株投資のプロ
バリュー・パートナーズ

バリュー・パートナーズ香港リミテッドのエントランス
壁にはこれまでに受賞してきた数多くのアワードが飾られています。 12



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 13当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

－ 社名にこめられた思い －
社名の「バリュー」には、「バリュー投資」の「バリュー」と、

お客さまに最高の価値（バリュー）を提供するパートナーでありたい
との思いがこめられています。

「他人より多く歩いた距離が、

市場が気づいていない価値の発掘につながる」

との信念のもと、徹底した企業調査を通して

投資対象を深く理解することを重視しています。

「バリュー・パートナーズが考えるその企業の本来の価値」

に基づいて投資判断を行ないます。

市場で割高にみえる銘柄であっても、同社の考える企業の価値がいまだ市場
に織り込まれていないと判断すれば、投資を行ないます。
一方で、どれだけ割安にみえる銘柄であっても、同社の考える企業の価値が
現在の株価を下回るようであれば、投資対象にはなりません。

バリュー投資の
こだわり

バリュー投資の
こだわり

（出所）バリュー・パートナーズ

創業以来実践してきたバリュー投資のこだわり



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 14当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

市場の非効率な株価形成に着目し、市場価格が著しく本源的価
格を下回った時に買い、逆の状況になった時に売却する投資手法
を貫いています。このような投資手法がウォーレン・バフェット氏と似て
いることから、「アジアのバフェット」と呼ばれるようになりました。

チェー・チェン・ハイ1993年設立の香港最大級の独立系運用会社。
運用残高は約142億米ドルです（2020年12月末）。

年間約6,500回のデューデリジェンス（個別企業の財務分析、
投資価値やリスク調査）などにより、投資先企業を選別します。

北京、上海、深セン、シンガポール、ロンドン、ボストンなどにも拠点を置き、
香港および上海オフィスには多くの投資エキスパートを擁します。

ファンド・オブ・ザ・イヤーなどのアワードをこれまでに200以上受賞
しており、多くの実績を持ちます。

1993 会社設立。旗艦ファンドが設定され、
当初の運用資産残高は500万米ドル

2007 香港証券取引所に
アセットマネジメント会社として初めて上場

2013 運用資産残高が100億米ドルを超える

2019 新たに20ものアワードを受賞

会社沿革

世界中に顧客を持つバリュー・パートナーズ

インサイト & マンデート
プロフェッショナル インベストメント アワード 2018
運用パフォーマンスアワード：オフショアチャイナ株式（10年）

2019 ベスト外資系資産運用会社（中国）
Asia Asset Management 2019

バリュー・パートナーズとしてのアワード

（出所）バリュー・パートナーズ

バリュー・パートナーズについて （2020年12月末時点）

ヨ・チェージュン

中国市場で約13年以上の研究と運用に携わる豊富な経験を持ち、
その卓越したパフォーマンスが高く評価され数多くの賞を受賞しています。
特に、中国の産業政策、イノベーション・価値創造などの分野に精通し
ており、多くのテーマ型の中国株ファンドの運用を担当しています。



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 15当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産総額の推移

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンド
の費用」をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって
投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配
金が支払われない場合もあります。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

2021年3月31日現在

期間 ファンド
1カ月間 ｰ6.3% 
3カ月間 +0.4% 
6カ月間 +23.1％
1年間 +79.6％
年初来 +0.4% 
設定来 +105.6% 

期間別騰落率

分配の推移（1万口当たり、税引前）

ファンドの運用状況①（基準日：2021年3月31日）

基準価額 17,749円

純資産総額 260億円
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純資産総額（右軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

設定時

当初設定日（2018年11月16日）～2021年3月31日（円） （億円）

分配金合計額 設定来： 2,250円

決算期（年/月） 分配金
第01期 ('19/05) 0円

第04期 ('20/11) 1,700円

第02期 ('19/11) 200円

第03期 ('20/05) 350円



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 16当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※バリュー・パートナーズ・チャイナＡシェア・イノベーション・ファンド・エスピー（クラスＺ）の運用状況です。なお、組入ファンドの名称は略称であり、ファンドの詳細については「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。※比率は、組入ファ
ンドの純資産総額に対するものです。※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。※上記データは、基準日時点（現地）のデータを記載しています。※四捨五入の関係で合計の
数値が一致しない場合があります。※市場名は、バリュー・パートナーズ香港リミテッドの分類によるものです。
※バリュー・パートナーズ香港リミテッドの提供するデータを基に大和アセットが作成したものです。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

資産別構成 業種別構成 市場別構成 通貨別構成

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：54銘柄）

ファンドの運用状況②（基準日：2021年3月31日）

株式
89.9%

現金等
10.1% 一般消費財・サービス

18.2%

資本財・サービス
17.1%

ヘルスケア
13.7%情報技術

11.6%

金融
11.4%

コミュニケーション・
サービス
11.2%

生活必需品
5.8%

素材
0.9%

現金等
10.1%

中国・人民元
69.3%

香港ドル
27.8%

米ドル
2.9%

銘柄名 市場別 業種名

テンセント・ホールディングス 香港市場 コミュニケーション・サービス

銘柄概要
中国IT業界の最大手の一社。中国最大の対話アプリWeChat（ウィーチャット、微信)を持つほか、ゲーム事業、音楽、動画事業、広告事業、決済
事業など多角的なビジネスを展開。

ゼァージァン・サンホワ・インテリジェント・コントロールズ 深センA株市場 資本財・サービス

ジャンスー・ハンルイ・メディシン 上海A株市場 ヘルスケア

シンセン･マインドレー･バイオメディカル･エレクトロニクス 深センA株市場 ヘルスケア

ウィル・セミコンダクター・ シャンハイ 上海A株市場 情報技術

グアンドン･ハイド･グループ 深センA株市場 生活必需品

グァンドン・シンバオ・エレクトリカル・アプライアンシズ 深センA株市場 一般消費財・サービス

ピン・アン・インシュアランス 上海A株市場 金融

CATL 深センA株市場 資本財・サービス

ミデア・グループ 深センA株市場 一般消費財・サービス

世界最大級のEV向け電池メーカーで、テスラやトヨタなど大手自動車メーカーに車載電池を供給する。中国EV市場の成長を背景に、電池生産能力
を急拡大させている。
飼料の生産・販売、関連する技術サービスの提供を行う。中国における生活水準が向上し畜産・養殖需要が拡大するなか、優れた品質や安全性を
背景に高い利益成長を続ける。

電気ケトル、コーヒーメーカー、ミキサー、トースター、掃除機などの小型家電の開発・製造・販売に従事。「Donlim」という独自ブランドを有する。

半導体製品の開発、設計、販売を行う。スマートフォン向けのCMOSイメージ・センサーが業績をけん引。中国で半導体の国産化が推進される中、中
国大手半導体メーカーの一社として持続的な高成長が見込まれる。

比率

医薬品メーカー大手。主に抗がん剤や麻酔薬、造影剤などの各種医薬品の開発および製造を手掛ける。特に抗がん剤の分野では中国最大規模を
誇る。
中国医療機器の最大手の一角。主に生活情報やサポート、体外診断、医用画像などの分野に応用される医療機器および装置の研究、開発、製
造、販売および医療機関へのワンストップ統合ソリューションの提供などを手掛ける。
スマート家電にも注力する中国を代表する大手グローバル総合家電メーカー。近年は海外企業との提携、M&Aなどを通じて、AI（人工知能）や医
療や介護用ロボットなども手掛ける。
空調、冷蔵庫、ヒートポンプの細管などに接続するバルブや部品の製造を手掛ける。EV空調制御コンポーネントと熱管理におけるリーディングカンパ
ニー。
保険を中心とした総合金融サービスグループで、近年はオンライン医療に注力。AI技術を利用した医療プラットフォームの「平安グッドドクター」を香港に
上場させ、すでに数億人のユーザーの獲得に成功。

3.4%

3.2%

2.6%

2.5%

2.4%

6.2%

3.7%

3.6%

3.5%

3.5%

深センA株市場
38.9%

香港市場
25.0%

上海A株市場
23.4%

米国市場
2.6%

現金等
10.1%
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注目銘柄のご紹介①

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。※上記の企業はあくまでも参考のために掲載したものであり個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを
示唆・保証するものではありません。 （出所）バリュー・パートナーズ、ブルームバーグ

株価とEPSの推移 株価とEPSの推移

株価：2014年1月初～2021年3月末
EPS：2014年～2022年（2021年以降は2021年4月のブルームバーグ予想）

業種：資本財・サービス

ファンド
マネージャー
の着眼点

株価：2014年1月初～2021年3月末
EPS：2014年～2022年（2021年以降は2021年4月のブルームバーグ予想）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (年) (年)

主要業務は、空調、冷蔵庫、ヒートポンプの細管などに接続するバルブや部品
の製造。近年EVの熱管理と省エネルギーの分野での制御コンポーネント、シス
テムテクノロジーソリューションの開発にも注力。現在、EV空調制御コンポーネン
トと熱管理におけるリーティングカンパニーにまで成長。中国のほか、北米、
ヨーロッパ、日本、韓国など多くの販売チャンネルを持ち、グローバルな視点で
ビジネスを展開。

中国の大手医薬品メーカー。主に抗がん剤や麻酔薬、造影剤などの各種医薬
品の開発及び製造。特に抗がん剤の分野では中国最大規模を誇る。また原薬
から製剤までの一貫生産を国際的なGMP（医薬品製造管理及び品質管理
の基準）認定を受け、品質管理を徹底。近年ジェネリック薬品の製造から新薬
の開発への転換も進めており、中国の製薬会社としてはトップクラスの研究開発
費を投入。

業界のトップクラスの技術力をもち、EV最大手のテスラ、フォルクスワーゲンの新
エネルギー車プラットフォームプロジェクト、ゼネラルモーターズの熱管理プロジェクト、
ドイツのBMW電子膨張弁プロジェクトなど、世界中の自動車メーカーから多数
の注文を受けています。2020年度の自動車部品関連収入が前年同期で約
50%増となり、生産能力の向上や研究開発投資の拡大に伴い、同社の長期
的な競争力が期待されています。

中国医療制度改革により、新薬審査の大幅な簡素化が進められています。現
在同社の多くの新薬の臨床治験が進み、間もなく実用化される予定です。中
国のみならず、一部の新薬抗がん剤が米国で臨床試験を開始する承認を米食
品医薬品局(FDA)から得ています。新型コロナを契機とした医療サービスの底
上げに向けた抜本的な医療制度改革を機に同社のような大手企業へのシェア
集約が進むことも同社の成長を後押しすると見込まれます。

銘柄
概要

ファンド
マネージャー
の着眼点

銘柄
概要
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業種：ヘルスケア
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注目銘柄のご紹介②

（出所）バリュー・パートナーズ、ブルームバーグ

株価とEPSの推移

株価：2018年10月16日～2021年3月末
EPS：2018年～2022年（2020年以降は2021年4月のブルームバーグ予想）

(年)

主に生活情報やサポート、体外診断、医用画像などの分野に応用される医療
機器および装置の研究、開発、製造、販売および医療機関へのワンストップ統
合ソリューションの提供などを手掛けています。

中国の大手ハイテク医療機器のメーカーであり、医療機器製品を世界各地に
提供しています。中国の心電図モニター市場でトップシェアを誇っています。コロナ
感染拡大による心電図モニターや呼吸器などに対する需要が高まる中、世界
市場における存在感を一段と強化し、将来の底堅い成長が期待できます。

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。※上記の企業はあくまでも参考のために掲載したものであり個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを
示唆・保証するものではありません。

ファンド
マネージャー
の着眼点

銘柄
概要

2018 2019 2020 2021 2022

業種：ヘルスケア業種：一般消費財・サービス

スマート家電にも注力する中国を代表する大手グローバル総合家電
メーカー。近年は海外企業との提携、M&Aなどを通じて、AI（人工
知能）や医療や介護用ロボットなども手掛ける。

株価とEPSの推移

株価：2014年1月初～2021年3月末
EPS：2014年～2022年（2021年以降は2021年4月のブルームバーグ予想）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

銘柄
概要
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中国家電業界のリーディングカンパニーであり、東芝の白物家電部門を買収し、
日本向け事業も展開しています。近年、スマートファクトリーや工場自動化技術
に投資し続けてきました。中国当局が「スマートシティ」の推進を目指している中、
同社が得意とする家電を音声でコントロールできるアプリケーションや人工知能を
活かしたスマート家電などの分野が大きく期待されています。

ファンド
マネージャー
の着眼点
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毎年5月12日および11月12日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

《分配について》

分配
方針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
外国投資証券を通じて、中国のイノベーション関連企業の株式に投資します。

 当ファンドは通常の状態で、投資対象とする外国投資証券への投資割合を高位に維持することを基本とします。
 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

1. 〈ファンドの仕組み〉中国のイノベーション関連企業の株式に投資します。

2. 中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行ないます。

※株式にはDR（預託証券）を含みます。

香港に本拠を置く、香港最大級の独立系運用会社です。
中華圏を投資対象としたアジア資産の運用に力を入れており、多数のアワードを受賞しています。

※投資対象ファンドについて、くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資対象ファンドの概要」をご覧
ください。

ファンドの特色
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基準価額の変動要因

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、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なく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金とは異なります。

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部への
モニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できな
くなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水
準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄
に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面で
は、基準価額が大きく下落することがあります。

為替変動リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為
替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。

カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予
想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。中国への投資には、政策の変更等により株式市場や為替市場に及ぼす影響が先進
国以上に大きいものになることが考えられます。

その他 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。
この場合、基準価額が下落する要因となります。

価格変動リスク・
信用リスク

その他の留意点

リスクの管理体制

※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。〈主な変動要因〉

※中国Ａ株投資に関する留意点については、裏表紙をご覧ください。

投資リスク
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購入金額 手数料率（税込）

1億円未満 3.30％

1億円以上5億円未満 1.65％

5億円以上10億円未満 1.10％

10億円以上 0.55％

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

料率等 費用の内容

購入時手数料 購入金額に右記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。
購入金額：（申込受付日の翌営業日の基準価額／1万口）×購入口数

購入時の商品説明または商品
情報の提供、投資情報の提供、
取引執行等の対価です。

信託財産留保額 ありません。 －

（ご参考）

料率等 費用の内容

運用管理費用
（信託報酬） 年率1.2375％（税込） 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

投資対象とする
投資信託証券 年率0.705％程度 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。

実質的に負担する
運用管理費用 年率1.9425％（税込）程度 －

その他の費用・
手数料

「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、
事前に料率、上限額等を示すことができません。

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産
を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※手数料等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、表示することができません。

口数指定で購入する場合 金額指定で購入する場合

例えば、基準価額10,000円の時に100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額＝（10,000円／1万口）×100万口＝100万円
購入時手数料＝購入金額（100万円）×3.30％（税込）＝33,000円 となり、
購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万3,000円をお支払いいただくこととなります。

購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口
数を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料
（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりません。

◆お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

◆お客さまが直接的に負担する費用 購入時手数料率

当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。（消費税率10％の場合）
※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。

※大和証券でお申込みの場合ファンドの費用
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委託会社 大和アセットマネジメント株式会社 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 販売会社 大和証券株式会社 ほか

購入単位 100円以上1円単位＊または100口以上1口単位
＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。

購入・換金価額 申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込受付中止日
① 香港の銀行または中国の銀行のいずれかの休業日 ② 香港の銀行の休業日（土曜日および日曜日を除きます）の前営業日
③ ①②のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

※ただし、購入申込みについては、当ファンドの運営および受益者に与える影響を考慮して受付けを行なうことがあります。
（注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせください。

申込締切時間 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

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その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに
資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。

信託期間 2023年11月10日まで（2018年11月16日当初設定）
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

繰上償還
● 主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
● 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 毎年5月12日および11月12日（休業日の場合、翌営業日）

収益分配
年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金支払いコース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
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。
なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

※大和証券でお申込みの場合お申込みメモ



当資料のお取扱いにおけるご注意
 当資料は大和アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。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。

 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
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。信託財産に生じた利益およ
び損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護
基金の対象ではありません。

 当資料で掲載した画像等はイメージです。

 当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の
成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、
その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。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。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の
分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

 当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推
奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するもので
はありません。

中国A株投資に関する留意点
 上海と香港、深センと香港の株式相互取引制度（ストックコネクト）を通じた中国A株

への投資においては、取引額や取引可能日の制約、長期にわたって売買停止措置がと
られる可能性などにより、意図した通りの取引ができない場合があります。また、中国A株
への投資の条件や制限は、今後、中国当局の裁量などにより変更となる場合があります。
また、中国A株への投資の条件や制限は、今後、中国当局の裁量などにより変更となる
場合があります。 そのような場合、ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。

 QFⅠⅠ制度またはRQFⅠⅠ制度を通じた中国A株への投資においては、その制度上の
規制の制約を受けます。

 株式相互取引制度やＲＱＦⅠⅠ制度における取引通貨はオフショア人民元となり、中
国全土における人民元の為替レートの値動きとは乖離する場合があります。そのような場
合、ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。

 中国政府当局は、その裁量で中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策変更等を
行ない、中国国外への送金規制や円と人民元の交換停止などの措置をとることができま
す。その場合には、信託財産における円と人民元の為替取引が予定通り行なえない可
能性があります。

 中国国内における収益に対し課税されることとなった場合には、当ファンドがこれを実質的
に負担する可能性があり ます。

 中国の証券関連投資の法令は近年制定・改正されるものが多く、その解釈は必ずしも
安定していません。

（2020年11月末現在）


