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※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。 2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。
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※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。

ファンドのポイント

支える技術
（デジタル基盤技術等）

便利な暮らし
（省力化等）

豊かな暮らし
（消費・サービス等）

健康的な暮らし
（医療等）

 コンセプトに適合し、各コンセプトの成長からの恩恵が見込まれるテーマ型ファンドを大和アセットマネジメントが厳選し、定期的に見直しを行ないます。
 複数の指標からコンセプトやテーマ型ファンドの将来の成長性を捉え、投資効率が最大化される運用を目指します。

4つのコンセプト

 「Society 5.0」をテーマに投資信託証券を選定し、日本を含む世界の株式に実質的に投資します。

 年2回決算を行なう「資産成長型」と、年12回決算を行なう「予想分配金提示型」をご用意しています。



再生可能エネルギー（太陽光、風力など）を用い
ることでCO₂を大幅に削減。

海外では顔認証決済が普及し始めています。
セキュリティ性が高いため、より便利で安全な
決済が可能に。

AIが自動的にデータを収集・分析することで、
工場が自ら生産体制をアップデート。

作業効率の改善やエネルギーの効率化など、
人々の暮らしを楽に、便利にする技術やサービス
に着目します。便利な暮らし（省力化等）

エネルギー効率化：人にも地球にも優しい技術

キャッシュレス化：利便性と安全性を兼ね備える
スマート決済

スマート工場：工場自体が効率化を考える

Society 5.0で実現する｢便利な暮らし」

フィンテック

ガソリン車と比べて排ガスが圧倒的に少なく環境に優しい。
世界的にガソリン車規制の流れが強まっており、魅力的な
投資機会が存在する。

ＥＶ（電気自動車）

金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた
新しい金融サービス。スマートフォンの普及などにより、これ
まで金融サービスが十分普及していなかった新興国でも
急速に拡大している。

ロボットテクノロジー
工場の自動化は既に歴史が長く、近年では倉庫や農場、
オフィス、家庭に至るまで、ロボットが活躍する場は多岐に
わたり、今後も堅調に拡大することが期待される。

関連する技術・サービスの例
日進月歩で進歩する技術によって便利な暮らしが成り立っており
数多くの投資テーマが存在します。
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当ファンドが着目する４つのコンセプト



※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。

フィンテック

（出所）ブルームバーグ

株価：2012年12月末～2023年4月末
EPS：2013年～2024年（2023年以降は2023年5月時点のブルームバーグ予想）

<株価とEPSの推移>

決済処理のパイオニア
 1958年設立のキャッシュレス決済のパイオニア。世界のクレジットカード

決済のうち約半数が同社によるものである。
 国内外の新規マーケットへの参入や現在提供しているサービスのさらな

る高度化などを画策しており、今後国際的決済インフラにおいて強固
な地位を確立することが期待される。

VISA
米国 / 情報技術

（米ドル）

金融と技術を組み合わせた新しい金融サービス

世界中で拡大を続けるキャッシュレス決済

eコマース市場の拡大が成長のドライバー

（出所）Statista（2022年9月時点）※推計値。※ロシア･ウクライナ戦争の影響を考慮。
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（出所）eMarketer（https://www.emarketer.com）

※2022年以降は2022年1月時点の予想。※支払い方法に関係なく、任意のデバイスを介して注文
された製品またはサービスが含まれます。旅行やイベントのチケット、請求書支払い、税金や送金など
の支払い、フードサービス、飲食店の売上、ギャンブル、その他の副次的な販売は含まれません。
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最新技術を「食」の分野に活用し、新たな食品・調理法の
開発、生産・流通の効率化などが注目されている。将来的
には人口増加に伴う食糧問題等の解決も期待されており、
ビル・ゲイツ氏など多くの経営成功者も注目している分野。

eコマース
製品やサービスをインターネット上で売買することを指す。
スマートフォンの利用率の拡大などを背景に、堅調に市場
規模が拡大している。

eスポーツ
エレクトロニック・スポーツの略称で、ゲームで競い合う競技
のことを指す。老若男女すべての人が同じステージで競い
合うことができ、競技人口も近年急拡大している。

フードテック

オンライン上で販売が完結するため、新型
コロナウイルスの懸念もなく24時間365日
販売が可能。

ネットショップ：店舗なしでショップオーナーに

観戦者は世界で4億人以上存在。すでに新たな
1つの文化として成り立っている。

ビデオゲームを使った対戦：未来の五輪競技候補

データ管理によって栽培技術の継承も簡単に。
農作業の自動化によって人手不足も解決。

スマート農業：テクノロジー×農業の新スタイル

豊かな暮らし
当ファンドが着目する４つのコンセプト

（消費・サービス等）

多様なライフスタイルの実現や人々の生活の質の
向上など、人々の暮らしを豊かなものにする技術
やサービスに着目します。
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関連する技術・サービスの例
最先端の技術を用いたこれまでになかった新たなビジネス、サービスが続々と
誕生しています。成長期待の大きいダイナミックな投資機会が多く存在します。

Society 5.0で実現する｢豊かな暮らし」



※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。

『食』 を取り巻く環境の変化

最新技術を｢食｣の分野に活用

世界で拡大する農業テック市場規模

消費行動の変化

フードロス問題 食糧自給率の向上

健康志向の高まり

最新技術を「食」の分野に活用したフードテック

フードテック

ディア

（出所）Statista
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（出所）ブルームバーグ

株価：2012年12月末～2023年4月末
EPS：2013年～2024年（2023年以降は2023年5月時点のブルームバーグ予想）

<株価とEPSの推移>

米国 / 資本財・サービス

世界最大級の農機メーカー
 農業用、建設用など向けにさまざまな機器やサービスを製造・販売して

おり、自社製品のみならず他社製品の交換部品も供給している。
同社販売網の規模と強じんさ、また先進的な自社技術は、大きな
参入障壁となっている。

 自動制御農業機器分野にも参入しており、スマート農業をサポートす
る完全自律型トラクターなどを開発。

（米ドル） （米ドル）
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医療（Medical）と技術（Technology）を組み合わせ、遠隔
診療等新たな医療を実現。家にいながら治療を受けること
が可能となり、現在の「治すだけの医療」から「治し支える
医療」への転換が期待されている。

再生医療などの最先端の医療、機能性素材など新しい
工業材料などに限らず、代替エネルギーや食糧問題など
地球規模の諸問題の解決に向けた新たな技術も開発
されている。日進月歩で進化するバイオテクノロジーはまさ
に飛躍の時代を迎えている。

ゲノム

メドテック

近年の技術革新によりゲノムの解析レベルが大幅に向上。
個人に最適な治療法を提供する個別化医療や現在
治療が難しい疾病にも効果があると期待され、今後も
大きなビジネスチャンスがあると予想される。

バイオ

通院の手間、受付・会計の待ち時間などが
削減され、手軽に自宅で受診が可能に。

遠隔診療：ストレスなしの新しい医療

遺伝子を分析することで、効果的な治療が
可能に。副作用のリスクも軽減される。

個別化医療：オーダーメイドの最適な治療

高機能な新たなバイオ素材が日々新規開発
されており、人工のクモの糸なども存在する。

機能性素材：無限の可能性を秘める素材

健康的な暮らし（医療等）

健康寿命の伸長や予防医療、病気の早期発見など、
健康的な暮らしを実現する技術やサービスに着目
します。
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関連する技術・サービスの例
最新技術を活用して、誰もが健康で質の高い生活を永く送ることが
できるようになります。

当ファンドが着目する４つのコンセプト

Society 5.0で実現する｢健康的な暮らし」



※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。

DNA解析装置の最大手メーカー
 ゲノム解析に使用するDNA解析装置（シーケンサー）などの包括的な

システム・機器の開発、製造、販売を行なう。
 ゲノム解析コストの低下により、ヘルスケアやゲノム診断薬分野の新たな

需要が生み出されることで、同社の業績のさらなる拡大が期待される。
 同社が手がけるシステムにより、ほんの数年前までは想像すらできな

かった研究が可能となり、個別化医療の実現が大きく近づいている。

イルミナ
米国 / ヘルスケア

遺伝子治療により可能となること

遺伝子疾患は桁違いの未開拓市場

予防医療

個別化医療

ガンや希少疾患などの根治
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の市場規模

単一遺伝子疾患治療の世界の市場規模＊

約2兆米ドル

750億米ドル/年

＊＊ ＊＊＊

＊アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（アーク社）による推定の最大市場規模

＊＊新生児など新規の患者が全員、ゲノム編集による治療を受けたとした場合の年間の需要
＊＊＊既存の患者が全員、ゲノム編集による治療を受けたとした場合の需要

ゲノムの中のたった一つの遺伝子異常によって引き起こされる疾患。ゲノム編集を用いる
場合、異常のある遺伝子を削除・編集する。

単一遺伝子疾患

ゲノム編集による
希少疾患治療には
大きな需要が存在

技術革新によりゲノム解析レベルが大幅に向上

ゲノム

（出所）アーク社、日興アセットマネジメント（2023年2月時点予想）

（10億米ドル）

（出所）ブルームバーグ

株価：2012年12月末～2023年4月末
EPS：2013年～2024年（2023年以降は2023年5月時点のブルームバーグ予想）

<株価とEPSの推移>
（米ドル）
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近年急速に技術革新が起こっており、AI自身が分析・成長すること
で、人に最適な提案や、機械に指示を行なうことが可能。各企業が
競い合って研究している分野で、Society 5.0の根幹となる技術。

Society5.0 の IT を 活用し た社会で は、大量の 情報が やり
取りされるため、セキュリティの重要性も高まることが予想される。

遠隔医療

物流自動化

自動運転 エネルギーマネジメント

AIや5Gなどのデジタル基盤技術により、Society 5.0が目指す、便利かつ
豊かで、健康的な社会が実現されます。

AI

サイバーセキュリティ

次世代通信ともいわれ、これまでの4Gから、高速・大容量、低遅
延、多接続等、大幅に進化する。通信サービスを劇的に進化させ
る可能性を持っており、「新たな社会インフラ」として期待されている。

5G

｢便利な暮らし｣｢豊かな暮らし｣｢健康的な暮らし｣
を支えるデジタル基盤技術に着目します。支える技術（デジタル基盤技術等）

モノとインターネットをつなげる革新的技術。世の中に存在する様々
な物体（モノ）が通信機能を持つことで、インターネットに接続し
相互に通信し合うことが可能。

IoT

11

当ファンドが着目する４つのコンセプト

関連する技術・サービスの例
革新的なビジネス、サービスの裏側には、それを支える様々な技術が
存在します。

Society 5.0を支える｢デジタル基盤技術」



※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。 12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。

ソニー
日本 / 電気機器

あらゆるモノの情報をインターネットにつなぐ技術

IoT
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約241兆円

約532兆円

世界に誇る日本のテクノロジーリーダー
 IoTの様々な領域をカバーする企業。市場をリードするイメージセン

サー製品は、自動車関連やファクトリー・オートメーション、セキュリティな
どの広範なIoTテーマでの活用が期待される。

 2019年5月、米マイクロソフト社と提携。現在ではゲームのクラウド
ネットワーク分野にとどまらず、AIやセンシングの半導体分野まで多岐に
わたり共同開発している。

IoTの市場規模（世界）

IoTによる新たな経済効果（世界）

（出所）電子情報技術産業協会（JEITA）※2030年は2019年12月時点の予想。

（兆円）

（出所）Statista

※2021年11月時点予想。
※1米ドル＝110円と仮定し円換算。※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。

約2.2倍

IoTによる
新たな経済効果
約1,379兆円

（2030年予想）
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102兆円55兆円
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乗り物
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家

365兆円
工場

（出所）ブルームバーグ

株価：2012年12月末～2023年4月末
EPS：2013年～2024年（2023年以降は2023年5月時点のブルームバーグ予想）

<株価とEPSの推移>
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運用に秀でたファンドを選りすぐり×ETFでテーマを網羅
組入れ投資対象ファンド・ETF

テーマ型ファンドって
流行廃りがありそうで
投資タイミングが
難しそうよね。

クラ
ウド

ロボッ
ト

IoT 長寿
フィン
テック

EV

AI

ゲノム テーマ型ファンドって
たくさん種類があるけれど
どれが良いのだろう？

選ばれたテーマ型ファンド・ETFはこちら

 グローバル株式を投資対象としたテーマ型ファンドの中から大和アセットマネジメントが
持続的な成長が期待できると選定した、Society 5.0に適い、4つのコンセプトの
定義を満たしたファンドを厳選します。

 投資対象ファンド・ETFは投資魅力度を考慮し配分比率を見直します。

大和アセットマネジメントが

を行ないます。

当ファンドの鮮度を保つため
定期的に投資対象のファンドや

ETFの入替え

私たちにお任せください！

大和アセットマネジメント

メガトレンドを捉えて今後、
高い成長性が期待できる

ファンドやETFを選択
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※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。

組入れ投資対象ファンド・ETF 運用会社

グローバルIoT関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

BNY メロン・
インベストメント・
マネジメント・ジャパン

三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ
株式オープン （為替ヘッジなし）
（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

三菱UFJ国際投信*

グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

テクノロジー株式ファンド
（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス･
アセット･マネジメント

フィデリティ・世界医療機器関連株
ファンド・セレクト
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信

Nikkoam FOFs用グローバル
全生物ゲノム株式ファンド
（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント

グローバルX 長寿・高齢社会 ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

グローバルＸ eドック
（遠隔医療＆デジタルヘルス） ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

組入れ投資対象ファンド・ETF 運用会社

アクサ IM・グローバル・フィンテック
関連株式ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

アクサ・インベストメント・
マネージャーズ

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

アクサ・インベストメント・
マネージャーズ

SMDAM・グローバルEV関連株ファンド
（FOFs用）(適格機関投資家専用）

三井住友
DSアセットマネジメント

SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド
（FOFs用）(適格機関投資家専用）

三井住友
DSアセットマネジメント

Nikkoam FOFs用グローバル・モビリティ・
サービス株式ファンド
（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント

グローバルX eコマース ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

グローバルX ヒーローズ
（ゲーム＆eスポーツ） ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

グローバルX クラウド・コンピューティング ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

グローバルX ソーシャルメディア ETF
（米国籍、米ドル建）

グローバル Ｘ
マネジメント・カンパニー

支
え
る
技
術

健
康
的
な
暮
ら
し

便
利
な
暮
ら
し

豊
か
な
暮
ら
し

運用会社の垣根を越えたテーマ型ファンド×ETFが集結

＊2023年10月1日付で三菱UFJアセットマネジメント株式会社に商号変更予定です。
※写真はイメージです。※2023年1月末現在で委託会社が各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外
される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。※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。

組入れ投資対象ファンド・ETFの概要



※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。

投資ユニバース
(組入れ投資対象ファンド・ETF）

運用プロセス

ポートフォリオ

投資ユニバースの検討
（年2回定例+適時）

• グローバル株式を対象としたファンド・ETFが「4つのコンセプトの定義」を満たすかを
主要基準として調査、抽出。

4つのコンセプトへの投資配分比率を決定
（四半期定期リバランス）

• 組入れ投資対象ファンド、ETFの構成銘柄の中期予想売上高成長率などから、
各コンセプトの中期の成長性を捉え、これを基にコンセプトの投資配分比率を決定。

各コンセプト内の投資対象ファンド、ETFの投資比率を決定
（月次定期リバランス）

• 投資対象ファンド、ETFの構成銘柄の短期予想売上高成長率、株価モメンタム、
ニューススコア（関連記事数の増加率）などの投資指標から、各投資対象ファンド、
ETFの足元での成長性を捉え、これを基に投資比率を決定。

4つのコンセプトに仕分け
大和アセットマネジメントが

日本を含む世界の株式を投資対象とするファンド・ETF

支える
技術

便利な
暮らし

健康的な
暮らし

豊かな
暮らし

●●％●●％

●●％ ●●％

※上記はイメージです。※投資ユニバース、各コンセプトへの投資配分、投資を行なう投資信託証券については、適宜見直しを行ないます。※各コンセプト内の投資を行なう投資信託証券は、増減する場合があります。

支える
技術

便利な
暮らし

健康的な
暮らし

豊かな
暮らし

…

Aファンド
●％

Bファンド
●％Cファンド

●％

…

Aファンド
●％Bファンド

●％
Cファンド

●％

Aファンド
●％
Bファンド

●％Cファンド
●％ …

Aファンド
●％Bファンド

●％
Cファンド
●％ …

当ファンドは、Society5.0=超スマート社会の実現を加速させ、持続的な成長が期待される
投資テーマを掲げるファンド・ETFを選定し投資します。

豊かな暮らし 健康的な暮らし 支える技術便利な暮らし



※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。

投資ユニバースの検討（年2回定例+適時）

 投資ユニバースには、Society5.0に適い、4つのコンセプトの定義を満たし、かつ運用に優れた実績があるファンドやETFを厳選します。
 投資ユニバースは随時見直しを行ない、新たなファンド・ETFの新規組入れを機動的に行なっていきます。

4つのコンセプトの定義

便利な暮らし 豊かな暮らし 健康的な暮らし 支える技術

フィンテック フードテック メドテック IoT

ロボット eコマース ゲノム・バイオ 5G

EV eスポーツ 長寿 サイバーセキュリティ

Newテーマ クラウド AI

ソーシャルメディア Newテーマ

MaaS

変更後の投資ユニバース －イメージ－

コンセプト 定義

便利な暮らし 作業効率の改善やエネルギーの効率化など、人々の暮らしを楽に、便利にする
技術やサービス。

豊かな暮らし 多様なライフスタイルの実現や人々の生活の質の向上など、人々の暮らしを
豊かなものにする技術やサービス。

健康的な暮らし 健康寿命の伸長や予防医療、病気の早期発見など、健康的な暮らしを実現
する技術やサービス。

支える技術 「便利な暮らし」「豊かな暮らし」「健康的な暮らし」を支えるデジタル基盤技術。最終的に投資ユニバースへの追加削除は、
大和アセットマネジメントの運用会議にて承認

Society5.0

・優れた実績があるファンドやETFを厳選
・新たなファンド・ETF組入れも検討

4つのコンセプトの定義を満たすもののうち

追加

追加

EV

IoT

AI
ゲノム

バイオ

日本を含む世界の株式を
投資対象とするテーマ型ファンド・ETF

※上記はイメージです。※投資ユニバース、各コンセプトへの投資配分、投資を行なう投資信託証券については、適宜見直しを行ないます。※各コンセプト内の投資を行なう投資信託証券は、増減する場合があります。

支える技術

健康的な暮らし便利な暮らし

豊かな暮らし



※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。 17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。

支える
技術

便利な
暮らし

健康的な
暮らし

豊かな
暮らし

4つのコンセプトへの投資配分を決定

 4つのコンセプトは長期的にはどれも魅力度が高いと想定していますが、中期的には成長性に差異が生じると考えられることから、四半期に一度、相対的投資魅力度を見直します。
 「中期の成長性」・「成長の持続性」等から各コンセプトの投資配分比率を決定します。

各コンセプト内の投資対象ファンド、ETFのそれぞれの組入銘柄を合算し、中期的な指標
に基づき、4つのコンセプトの配分比率を決定

中期的な目線から4つのコンセプトの配分を決定するイメージ（四半期ごと）

各種投資指標から４つのコンセプトの成長性（中期）等を判断し、各コンセプトの
投資配分を決定します。

各コンセプトの投資配分を決定
中期的に魅力的なコンセプトは

配分比率を多めに調整

4つのコンセプトの配分比率の推移

予想売上高成長率（3期平均）
予想利益成長率（3期平均）
過去の予想売上高成長率の安定性
予想売上高成長率の変化
研究開発費、特許件数 他

中期の成長性に着目
した投資指標例 各コンセプトの潮流を

見極めるため、
投資目線は“中期”

「予想売上高成長率（3 期平
均）」などの成長性指標や、「研究
開発費」などの中期的な成長への
投資の状況を四半期ごとに見直し

「中期の成長性・持続性」の指標等 便利な・・ 豊かな・・ 健康的・・ 支える・・

予想売上高成長率（3期平均） 〇 ◎ △ ×
予想売上高成長率の変化 △ 〇 × △

特許件数 〇 △ 〇 ◎
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

最終配分 ●% ●% ●% ●%

4つのコンセプトの投資配分比率を決定（四半期定期リバランス）

※比率は各ファンドの純資産総額に対するものです。
※※「資産成長型」ファンドの配分比率の推移です。

支える
技術

便利な
暮らし

健康的な
暮らし

豊かな
暮らし

●●％

●●％

●●％

●●％

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

2022年
3月末

2022年
6月末

2022年
9月末

2022年
12月末

2023年
3月末

豊かな暮らし

健康的な暮らし

支える技術

便利な暮らし

※上記はイメージです。※投資ユニバース、各コンセプトへの投資配分、投資を行なう投資信託証券については、適宜見直しを行ないます。※各コンセプト内の投資を行なう投資信託証券は、増減する場合があります。



※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。 18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。

各コンセプト内の投資対象ファンド、ETFの投資比率を決定

「短期の成長性」の指標等
便利な暮らし 豊かな・・ 健康的・・ 支える・・

Aファンド Bファンド Cファンド ・・・ ・・・ ・・・

予想売上高成長率（1期） ◎ △ × ・・・ ・・・ ・・・
各投資信託証券、
ETFの運用実績 〇 × △ ・・・ ・・・ ・・・

ニュースフィード △ 〇 ◎ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

最終配分 ●% ●% ●% ・・・ ・・・ ・・・

各コンセプト内における
投資比率を決定

「予想売上高成長率」の
単年での変化度合いや
「 ニ ュ ー ス フ ィ ー ド 」 や
各ファンドの直近の運用
成果などより短期的な
変 化 を と ら え 、 組 入
ファンド等の比率を変更

2022年3月末 2022年6月末 2022年9月末 2022年12月末 2023年3月末

1 医療機器 EV EV EV テクノロジー

2 サイバー
セキュリティ 医療機器

サイバー
セキュリ

ティ
モビリティ・
サービス

フード・
テクノロジー

サイバー
セキュリティ

3 EV サイバー
セキュリティ テクノロジー 医療機器 EV

4 テクノロジー テクノロジー ロボット
eドック

（遠隔医療＆
デジタルヘルス）

フィンテック

5 全生物
ゲノム

クラウド・
コンピュー
ティング

モビリティ・
サービス

全生物
ゲノム

クラウド・
コンピュー
ティング

テクノロジー ロボット

 中期的な相対的投資魅力度によって配分された各コンセプト内に属するファンド・ETFの「旬」を見極めます。
 投資対象ファンド、ETFは、短期的な投資魅力度を勘案して投資比率を決定します。

投資対象ファンドやETFの成長性（短期）等を判断し、4つのコンセプト内における
投資比率を決定します。

投資対象ファンド・ETFの投資比率を決定（月次定期リバランス）

予想売上高成長率（1期）
予想利益成長率（1期）
予想売上高成長率の変化
各投資対象ファンド、ETFの運用実績
ニュースフィード 他

短期的な投資魅力度に
着目した投資指標例

ファンド・ETFの旬を
見極めるため、
投資目線は“短期”

支える
技術

便利な
暮らし

健康的な
暮らし

豊かな
暮らし

…

Aファンド
●％

Bファンド
●％

Cファンド
●％

…

Aファンド
●％

Bファンド
●％

Cファンド
●％

Aファンド
●％

Bファンド
●％

Cファンド
●％ …

Aファンド
●％

Bファンド
●％

Cファンド
●％ …

旬を見極め
リバランス

決定した4つのコンセプトの配分に従い、そのカテゴリーに属する投資対象ファンドやETFの
投資比率を変更

投資対象ファンド・ETF選択のイメージ

投資組入れファンド・ETFの投資比率ランキング

※上記ファンド名は略称です。正式名称はP14をご参照ください。
※「資産成長型」ファンドの投資比率ランキングの推移です。

※上記はイメージです。※投資ユニバース、各コンセプトへの投資配分、投資を行なう投資信託証券については、適宜見直しを行ないます。※各コンセプト内の投資を行なう投資信託証券は、増減する場合があります。



※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。 19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。

2023年3月31日現在
基準価額 10,466 円 期間別騰落率
純資産総額 483億円 期間 ファンド

1カ月間 -0.9 % 
分配の推移

（1万口当たり、税引前）
3カ月間 +9.0 % 
6カ月間 -0.8 % 

第1～5期 ('21/1～'23/1) 0円 1年間 -14.7 % 
分配金合計額 0円 年初来 +9.0 % 

設定来 +4.7 % 

ファンドの運用状況①

予想分配金提示型資産成長型

（円） （億円）（当初設定日（2020年7月20日）～2023年3月31日）（円） （億円）（当初設定日（2020年7月20日）～2023年3月31日）
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18,000

20/7/20 21/1/20 21/7/20 22/1/20 22/7/20 23/1/20

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

設定時

2023年3月31日現在
基準価額 8,171 円 期間別騰落率
純資産総額 279億円 期間 ファンド

1カ月間 -0.9 % 
分配の推移

（1万口当たり、税引前）
3カ月間 +9.0 % 
6カ月間 -0.8 % 

第1～31期 ('20/8～'23/2) 合計2,800円 1年間 -14.7 % 
第32期 ('23/3) 0円 年初来 +9.0 % 

分配金合計額 2,800円 設定来 +4.9 % 

0
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6,000

8,000
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20/7/20 21/1/20 21/7/20 22/1/20 22/7/20 23/1/20

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

設定時

※「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。



※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。 20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。

ファンドの運用状況②ファンドの運用状況②

予想分配金提示型

資産成長型

＊2023年10月1日付で三菱UFJアセットマネジメント株式会社に商号変更予定です。
※比率は各ファンドの純資産総額に対するものです。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。※ファンド名は略称です。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。
※騰落率は当ファンドの基準価額に反映される日を用いて、円建てで計算しています。 ※ブルームバーグ等のデータをもとに大和アセットマネジメントで作成したものです。※一部ファンドで取引価格を使用して騰落率を計算しています。
※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。

基準日：2023年3月31日

資産別構成

資産 銘柄数 比率

国内投資信託 10 71.9%

外国投資信託 7 25.4%

コール・ローン、その他 2.7%

合計 17 100.0%

資産別構成

資産 銘柄数 比率

国内投資信託 10 71.9%

外国投資信託 7 25.4%

コール・ローン、その他 2.7%

合計 17 100.0%

組入ファンド

コンセプト 比率
（資産成長型）

比率
（予想分配金提示型）

運用会社名 投資信託証券（ファンド名）
騰落率

1ヵ月間 3ヵ月間 6ヵ月間

支える技術
（デジタル基盤技術等） 26.2％

7.4％

26.2％

7.4％ BNY メロン・インベストメント・
マネジメント・ジャパン株式会社

グローバルIoT関連株ファンド
（為替ヘッジなし） -0.8％ +8.1％ +6.3％

8.8％ 8.8％ ゴールドマン・サックス･
アセット･マネジメント株式会社 テクノロジー株式ファンド +2.9％ +17.7％ +0.4％

8.5％ 8.5％ 三菱UFJ国際投信株式会社* 三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン
（為替ヘッジなし） -0.1％ +12.0％ -6.5％

1.5％ 1.5％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF
（米国籍、米ドル建） +5.2％ +21.2％ +16.7％

健康的な暮らし
（医療等） 21.1％

7.6％

21.1％

7.6％ フィデリティ投信株式会社 フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト
（為替ヘッジなし） -0.8％ +3.1％ +0.8％

3.2％ 3.2％ 日興アセットマネジメント
株式会社 Nikkoam グローバル全生物ゲノム株式ファンド -4.6％ +5.5％ -19.6％

3.7％ 3.7％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ 長寿・高齢社会 ETF
（米国籍、米ドル建） -0.6％ +1.7％ +4.5％

6.6％ 6.6％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー グローバルＸ eドック（遠隔医療＆デジタルヘルス）ETF -4.1％ -1.2％ -6.7％

便利な暮らし
（省力化等） 23.9％

7.8％

23.9％

7.8％ アクサ・インベストメント・
マネージャーズ株式会社

アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド
（為替ヘッジなし） -4.7％ +5.2％ -0.2％

7.7％ 7.7％ アクサ・インベストメント・
マネージャーズ株式会社

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド
（為替ヘッジなし） +1.5％ +16.0％ +10.8％

8.4％ 8.4％ 三井住友DS
アセットマネジメント株式会社 SMDAM・グローバルEV関連株ファンド -0.8％ +15.6％ +8.1％

豊かな暮らし
（消費・サービス等） 26.0％

6.5％

26.0％

6.5％ 三井住友DS
アセットマネジメント株式会社 SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド -2.4％ -0.5％ -1.5％

6.1％ 6.1％ 日興アセットマネジメント
株式会社 Nikkoam グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド -1.6％ +18.3％ -5.8％

1.9％ 1.9％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ eコマース ETF
（米国籍、米ドル建） -2.9％ +9.4％ +6.8％

3.1％ 3.1％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ ヒーローズ（ゲーム＆eスポーツ）ETF
（米国籍、米ドル建） +4.1％ +7.9％ +4.6％

7.1％ 7.1％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー

グローバルＸ クラウド・コンピューティング ETF
（米国籍、米ドル建） +0.9％ +11.4％ +1.0％

1.4％ 1.4％ グローバル X マネジメント・
カンパニー・エルエルシー グローバルＸ ソーシャルメディア ETF +6.0％ +18.7％ +22.4％

合計97.3％ 合計97.3％



21※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。

基準価額の上昇に応じて、支払われる分配金が増加

◆ 毎月19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、信託財産の成長に資することを目的に、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。

分配方針の異なる2つのコースがあります。

計算期末の前営業日の基準価額 分配金額（1万口当たり、税引前）

10,000円以上11,000円未満 100円

11,000円以上12,000円未満 200円

12,000円以上13,000円未満 300円

13,000円以上14,000円未満 400円

14,000円以上 500円

※基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
※分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

◆ 毎年1月19日および7月19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、分配対象額の範囲内で、下記に基づき分配します。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。

ファンドの特色

基準価額の上昇に応じ
て、支払われる分配金
額が増加します。分配
水準をあらかじめ提示し
ているので、受取額を見
積もることができます。

（円）15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000 決算日

200円

決算日

100円

決算日

300円

決算日

400円

決算日

500円

決算日

資産成長型

予想分配金提示型

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

ファンドの仕組み

マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
マザーファンドにおいて、投資信託証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを

基本とします。

「資産成長型」と「予想分配金提示型」との間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

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。

 Society 5.0を4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定します。
競争優位性等を考慮して投資信託証券を選定し、各コンセプト内における投資配分を決定します。
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。

「Society 5.0」をテーマに投資信託証券を選定し、日本を含む世界の株式に
実質的に投資します。

※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。

※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。

計算期末の前営業日の基準価額に応じ、
右記の金額の分配をめざします。

* 基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を
加算しません。

* 当該計算期末に向けて基準価額が急激に
変動した場合等には、右記の分配を行なわない
ことがあります。

* 計算期末の前営業日の基準価額が10,000円
未満の場合、原則として分配を行ないません。



22※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。※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

 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。

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

 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。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積
立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

11,500円

※ 180円

配当等収益
① 20円

当期決算日
分配前

※180円を取崩し

※ 1,820円
（③＋④）

11,300円

当期決算日
分配後

※分配対象額
1,820円

※ 1,800円
（③＋④）

11,800円

当期決算日
分配後

※分配対象額
1,800円

期中収益
（①＋②）

100円

※ 200円

12,100円

当期決算日
分配前

※200円を取崩し

12,000円

前期決算日

※分配対象額
2,000円

※ 2,000円
（③＋④）

12,000円

前期決算日

※分配対象額
2,000円

※ 2,000円
（③＋④）

（注）普通分配金に対する課税については、「投資信託説明書（交付目論
見書）」をご覧ください。

分配金
300円

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

 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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金 元本払戻金（特別
分配金）は実質的に
元本の一部払戻しと
みなされ、その金額だ
け個別元本が減少
します。
また、元本払戻金
（特別分配金）部分
は非課税扱いとなり
ます。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの
分配金です。

元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者
の（特別分配金）個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の
額だけ減少します。

収益分配金に関する留意事項

投資信託の純資産
分配金

分配金
200円



23※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。

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。

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。

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
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、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から

期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。

 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。

※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〉

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。

委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

リスクの管理体制

基準価額の変動要因

投資リスク
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購入金額 手数料率（税込）

1,000万円未満 3.30％

1,000万円以上5,000万円未満 2.20％

5,000万円以上1億円未満 1.65％

1億円以上5億円未満 1.10％

5億円以上 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：（申込受付日の翌々営業日の基準価額／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。 －

スイッチング手数料 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1.122％（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、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。

実質的に負担する
運用管理費用の概算値
（2023年1月末時点）

年率1.67%（税込）～1.96％（税込）程度
（マザーファンドの投資ユニバースに含まれる投資信託証券の運用管理費用を
考慮したものです。実際の組入状況等により変動します。）

－

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、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。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。
※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。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を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

ファンドの費用
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
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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 三菱UFJ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。 ※ただしスイッチングの場合は、1口単位です。

購入・換金価額 申込受付日の翌々営業日の基準価額（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 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
② ①に掲げる日（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
（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。

スイッチング（乗換え） 「資産成長型」と「予想分配金提示型」との間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

信託期間 2025年7月18日まで（2020年7月20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 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、信託を終了（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 ［資産成長型］ 毎年1月19日および7月19日（休業日の場合、翌営業日）
［予想分配金提示型］ 毎月19日（休業日の場合、翌営業日）

収益分配

［資産成長型］ 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。
［予想分配金提示型］ 年12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。

お申込みメモ ※大和証券でお申込みの場合
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MEMO



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。


