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次の世代に先送りできない
社会的課題の解決へ向け、
すでに世界は動き出している。

世界が取り組む17の⽬標（SDGs）

2015年に国連が採択した「誰⼀⼈取り残さない世界」の実現を2030年までに⽬指す
17の⽬標と169のターゲット。
SDGs（エス・ディー・ジーズ）「Sustainable Development Goals（持続可能な
開発⽬標）」の略称



2この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

（イメージ図）

（注）市場機会および雇⽤創出は、BETTER BUSINESS BETTER 
WORLD,January 2017によるデータです。

（出所）Business & Sustainable Development Commission、
国連等のデータを基に委託会社作成

※上記は過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を⽰唆
あるいは保証するものではありません。

課題解決への取り組みは世界のメガトレンドに

世界の成⼈17億⼈が銀⾏⼝座を持てない

SDGs達成によってもたらされる市場機会

2030年に向けた世界的な取り組みによる市場機会の創出は、年間最⼤12兆⽶ドルを期待

治療法が確⽴されない難病が存在地球温暖化によって異常気象が増加

世界の8億⼈が⼗分な⾷事をとれない

年間最⼤12兆⽶ドルの
市場機会

2030年までに3.8億⼈の
雇⽤を創出

都市
3.8

健康および福祉
2.5

エネルギー・
原材料

3.6

⾷糧と農業
1.7

その他
0.7

約12兆
⽶ドル



社会が求める
需要⽔準
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「世界最⼤の問題は、世界最⼤の
ビジネス・チャンスでもある。」

私たちは、社会的課題にこそ、住み良い社会“Better World”を求める
⼈々の根源的なニーズという巨⼤な潜在需要が存在すると考えます。

（ピーター・ディアマンディス、Xプライズ財団の代表でありシンギュラリティ⼤学の共同設⽴者）

（イメージ図）

現在の
供給⽔準

巨⼤な
潜在需要

社会的課題=社会が求める需要⽔準
と現在の供給⽔準とのギャップには、
巨⼤な潜在需要が存在します。



4この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

＊当ファンドとは、世界インパクト投資ファンド、世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）を総称します。

当ファンド*は、この巨⼤な潜在需要を顕在化し、
創出される新市場で⾼い成⻑機会を得る企業の株式に投資します。

イノベーションによって社会的課題を解決する企業（インパクト企業）は、今までにない新しい市場を
切り拓くことで、⾼い成⻑を遂げることが期待されます。

インパクト投資と事業成⻑イメージ

事業規模

持続的な成⻑
過程への移⾏

新市場で成⻑

新事業、新製品
による⾼い成⻑
機会の獲得

新市場を創出

社会的課題への
気づきと、企業活動

の実践

新市場の発⾒

時間

企業価値の
拡⼤

社会的課題の
解決

（イメージ図）
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当ファンドは、上場企業（インパクト企業）の
株式を通じた投資によって、
投資収益の獲得と私たちが住み良い社会
“Better  Wor ld”の実現を⽬指します。

インパクト投資は、未公開企業やプロ
ジェクトへの投資などに限られたもの
ではありません。当ファンドは、綿密な
リサーチを⾏うことで、上場企業の株式
投資により投資機会を提供します。

社会的課題はその評価が難しいから
こそ、⼀般的な株式リサーチでは⼗分
にカバーされない分野です。当ファンドは
インパクト投資の専⾨家が銘柄選定を
⾏います。

当ファンドは、⾰新的な技術やビジネス
モデルによって社会的課題を解決し、
創出される未開拓の新市場で成⻑する
企業の株式に投資します。

未開拓市場の
成⻑を享受 市場が気づいていない

銘柄への投資

インパクト投資への
投資機会



6この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 （出所）国連のデータを基に委託会社作成

＊ESG投資は、「環境」、「社会」、「企業統治」という３つの課題（ESG）への企業の取り組みを評価し、運⽤プロセスに取り⼊れるというものです。
＊ESGを考慮した投資は、企業統治の問題や不祥事のリスクなど、外部から⾒えにくいリスクの低減効果が期待されます。
＊また、持続可能性の⾼い事業運営や、企業価値の向上が期待できる企業に投資を⾏うことにより、⻑期的な投資収益の改善が期待されます。

○インパクト投資は、社会的課題の解決と経済的利益（投資収益）
との両⽴を⽬指した投資のことを指します。

○ESG投資の中でも、社会的課題の解決によって⾼い成⻑が
期待されるインパクト投資を⾏う企業などへ投資することで、
社会にプラスの効果をもたらすと注⽬されています。

（イメージ図）

「インパクト投資」とは

当ファンドは、インパクト企業への株式投資を通じて、SDGsの達成を⽀援します。

SDGs（持続可能な開発⽬標）達成の
ためには、毎年2.5兆⽶ドルの資⾦が
不⾜するといわれています。

インパクト投資は、⺠間からの投資を
通 じ て SDGs 達 成 を ⽀ 援 す る ⼿ 法 の
⼀つとして⾼い期待が持たれています。

※上記はイメージ図でありすべての資⾦の流れを⽰したものではありません。



 当ファンドの運⽤戦略では、「⾐⾷住の確保」、「⽣活の質向上」、「環境問題」の3つのカテゴリーからなる11の投資テーマ
に基づき、地球環境問題や世界の社会的課題の解決につながる⾰新的な技術や事業を⼿掛け、新しい市場を切り開い
ているインパクト企業に厳選投資します。

 インパクト企業への投資は社会にプラスの影響（インパクト）を与えるとともに、企業の持続的成⻑を⽀え、投資収益の
向上にもつながっていくと考えられます。
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※ 投資テーマの名称はウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが独⾃に設定したものです。今後、変更される場合があります。また、投資テーマのうち、複数の投資テーマ
（マルチテーマ）にまたがる事業を⾏う企業へ投資する場合もあります。

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

※ 資⾦動向、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。

持続的農業と栄養⽀援

⾐⾷住の確保
健康促進

住居の確保 ⽔問題と公衆衛⽣

教育と職業訓練

安全と危機管理デジタルデバイド

⾦融サービス 代替エネルギー 環境保全

資源の効率化

⽣活の質向上 環境問題

社会的課題に関連する投資テーマ

当ファンドで注⽬する投資テーマ

（イメージ図）

国連の持続可能な開発⽬標（SDGs）との整合性
上記の投資テーマとは別に、投資対象企業を国連のSDGsの17⽬標に沿って分類します。さらに、SDGsにおける⽬標の169のターゲットとも照合しています。
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloombergのデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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（イメージ図）
（注1）株価は2017年10⽉末〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年10⽉期〜2025年10⽉期。2023年10⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

世界26.5万の研究所が
同社製品を利⽤
 DNA解析機器やゲノム解析ソフトをはじめ

としたソリューションを提供できる数少ない
グローバル・リーダーの⼀社。

 今後更なるゲノム診療の発展に努める。

治療法が確⽴している疾
病は約1万種類のうち、わ
ずか500種類。

がんは世界の死因第2位。
今後20年間で世界のが
ん患者が6割増える可能
性がある。

DNA 解 析 機 器 や ゲ ノ
ム解析ソフトをはじめ、
分 析 機 器 や 医 療 ソ
リューションを提供。

平均3年の健康寿命の延伸と
⽣活の質向上。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

アジレント・テクノロジー／⽶国

健康促進⾐⾷住の確保
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloombergのデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

0

50

100

150

200

250

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12

EPS（右軸）
EPS予想（右軸）
株価（左軸）

（ユーロ） （ユーロ）

（年/⽉）

EPS予想

（イメージ図）

（注1）株価は2017年12⽉末〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年12⽉期〜2025年12⽉期。2023年12⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

健康・栄養・材料の提供において
⾰新的なソリューションを提供 地球温暖化の原因となる

温 室 効 果 ガ ス の う ち 、
CO2に次いで多いメタンガ
スは、CO2の25倍の温室
効果があるといわれる。メ
タンガスの発⽣源トップは
家畜（主に⽜）のげっぷ。

⽜の健康に影響を与え
ることなく、メタンガスの
発 ⽣を30 ％抑 制す る
効果が期待される飼料
添加物を提供。

家畜⽤ワクチン等も提
供している。

メタンガスの削減による地球温
暖化防⽌への貢献、家畜の健
康維持による⾷糧不⾜問題へ
の貢献が期待される。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

コーニンクレッカDSM／オランダ

持続的農業と栄養⽀援⾐⾷住の確保

 オランダに拠点を置く多国籍のライフサイエ
ンス・素材化学会社。⾷品・栄養補助⾷
品、飼料、医薬品、バイオ製品などの分野
向けに世界で製品を提供。

 栄養補助⾷品を通じて栄養失調や肥満
減少に努めるほか、持続可能な農業にも
貢献。
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloomberg、各種資料等のデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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（イメージ図）

⾼品質の⽔の提供と効率的
利⽤を推進 気候変動や、⽔インフラの

⽼朽化等のリスクが⾼まっ
ていることから、低コストで
の⽔資源の提供がいつま
でも続くことはない。

排 ⽔ の 処 理 や 、 精 密
機 器 や 製 薬 業 界 向 け
⾼純度の⽔の提供など、
多くの産業で⽔利⽤の
効率化を推進。

⾼品質の⽔の提供および効率
的な利⽤により、⽔ストレスの
緩和が期待される。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

（注1）株価は2017年11⽉2⽇（上場⽇）〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年9⽉期〜2025年9⽉期。2023年9⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

⽔問題と公衆衛⽣⾐⾷住の確保

エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ／⽶国

 総合⽔処理エンジニアリング企業の⼤⼿。
⽔浄化システム、排⽔処理設備が世界中
の政府・⾃治体や企業などから採⽤されて
いる。

 信頼性の⾼いブランド、独⾃の最先端技
術など他社とは⼀線を画す顧客満⾜度の
⾼いサービスを提供。
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloomberg、各種資料等のデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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（イメージ図）

中古住宅再⽣で
新たな価値を提供 ⽇本の空き家は849万

⼾（2018年現在）とな
るなど、少⼦⾼齢化や過
疎化により、空き家問題
が深刻化。⼀⽅、新築マ
ンションの販売価格は上
昇傾向にある。

空き家を含む地⽅の築
古・⼀⼾建て物件をリ
フォームして再⽣。

地⽅の空き家問題の解決、ま
た、施⼯を地域の協⼒会社に
依頼することで雇⽤の創出にも
貢献。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

カチタス／⽇本

（注1）株価は2017年12⽉12⽇（上場⽇）〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年3⽉期〜2025年3⽉期。2023年3⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

住居の確保⾐⾷住の確保

 中古住宅管理、マーケティング、仲介、その
他の関連サービスを提供。

 カチタス独⾃のノウハウにより空き家を仕⼊れ、
リフォームによって付加価値をつけることで、新
築の半額程度の価格で販売している。
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloombergのデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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（イメージ図）

先進国はインターネットの
普及率が8割超に対し、
発展途上国は5割未満。

南 ア フ リ カ を 中 ⼼ に 携
帯電話やインフラ整備
を ⼿掛 けデジ タ ル の普
及に貢献。

1ギガバイトあたりのコストを従
来の約半分まで削減。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

ボーダコム・グループ／南アフリカ

（注1）株価は2017年3⽉末〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年3⽉期〜2025年3⽉期。2023年3⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

デジタルデバイド⽣活の質向上

 南アフリカで携帯電話ネットワークを運営。
 タンザニア、モザンビーク、レソト、コンゴ⺠

主共和国でもモバイル運営を⼿掛ける。

10万件以上の企業や
家庭が同社の光ファイバー
通信回線を利⽤
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インパクト企業のご紹介
投資テーマ︓

株価と１株当たり利益（EPS）の推移

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、Bloombergのデータを基に委託会社作成

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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脱炭素を縁の下から⽀える
19世紀創業の⽼舗メーカー ⽶国の送配電インフラ

は⽼朽化が進んでおり、
安全性への懸念がある
と と も に 送 電 時 の エ ネ
ルギー効率の低さが問
題。

電⼒会社向けに安全性と
効率性に優れた送配電
設備向けの部品、機器を
提供。

社会へのインパクト社会的課題 取り組み

電 ⼒ の 脱 炭 素 化 を ⽀ え 、
安全で信頼性の⾼い送配
電網の構築に貢献。

ハッベル／⽶国

（注1）株価は2017年12⽉末〜2023年2⽉末、⽇次。
（注2）EPSは2018年12⽉期〜2025年12⽉期。2023年12⽉期以降のEPSはBloomberg予想。

資源の効率化環境問題

 送電線や鉄塔をはじめとした送電・配電設
備に使⽤される様々な部品や機器を電⼒
会社に提供。

 商品の取扱いの幅の広さを強みに、公益
企業向けの市場で⾼いシェアを誇る。

（イメージ図）



この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 14この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのデータを基に委託会社作成

運用を支える強い信念と、高度な調査・運用能力

投資を通じて社会的課題を解決することに強い信念を持った専⾨家チームが運⽤を⾏います。

インパクト投資の投資プロセスのあらゆる⼯程に、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの
⾼度な調査・運⽤⼒を活かします。

専門家チームは「インパクト企業は、革新的なソリューション、大規模な潜在的市場、

メガトレンドとの合致などによる構造的な優位性がある」と考えています。

インパクト投資運⽤チーム
インパクト投資チームによるリサーチ

個別企業リサーチ
グローバル産業アナリスト
株式、債券運⽤チーム
ESGチーム
社内のその他リソース
外部機関

テーマ分析
アセット・アロケーション
マクロ・リサーチ
産業⾒通し、未来テーマ
社内インパクト・ステアリング・
グループ

トレーディング、ポートフォリオ構築、リスク管理
ポートフォリオ・アナリスト、リスク管理、プロダクト・マネジメント

ウエリントン・マネージメント・
カンパニー・エルエルピーについて
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、

150兆円以上の資産を預かる⽶国で最も歴史ある
運⽤会社の⼀つ「ウエリントン・マネージメント」グループの
資産運⽤の中核会社です。
「ウエリントン・マネージメント」グループは、1,000名以上

の運⽤専⾨家による⾼度な運⽤⼒を背景に、世界60ヵ
国以上の顧客に資産運⽤サービスを提供しています。

※2022年12⽉末現在



15この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

※ 投資テーマの名称はウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが独⾃に設定したものです。今後、変更される場合があります。また、投資テーマのうち、複数の投資テーマ（マルチテーマ）
にまたがる事業を⾏う企業へ投資する場合もあります。

※ 上記の運⽤プロセスは、2023年2⽉末現在のものであり、今後変更される場合があります。
※ 資⾦動向、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。

インパクト投資の専任チームが、独⾃のリサーチと綿密な分析により投資銘柄を選定します。

運⽤プロセス（イメージ図）

投資テーマの特定

投資対象ユニバース
（世界の上場株式）

投資候補銘柄

ポートフォリオ

投資テーマに沿って、
投資対象ユニバース銘柄を
3つの基準でスクリーニング

ファンダメンタルズ分析等を⾏い、
株価上昇ポテンシャルを⾒極め

投資アイデアの創出と
テーマの絞り込み

ウエリントン独⾃のリサーチに
加え、複数の情報ソースから
投資テーマを絞り込み

国際会議、検討会、フォーラムへの参加、イン
パクト投資家や活動家との情報共有、ネット
ワークや外部諮問会議などの複数の情報
ソースへアクセス

投資候補銘柄の
スクリーニング

投資候補銘柄を
以下の3つの基準で絞り込み

独⾃リサーチ

複数の情報ソース インパクト計測管理

①重要性
企業の収益や売上⾼などの50％以上を占める
中核事業が投資テーマの社会的課題の解決に
つながること

②追加的効果
その企業の社会的課題の解決につながる事業
あるいは技術などが他にまねできない独⾃の存在
であること

③定量化
社会や地球環境へのプラスの影響（インパクト）
を定量的に評価することが可能であること



マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる⾰新的な
技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を⾏うことで、信託財産の成⻑を⽬指します。
 当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド⽅式で運⽤を⾏います。
 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決（社会的インパクト）に取り組む企業に着⽬し、個々の企業のファンダメンタル分析等を⾏い、投資魅⼒の

ある銘柄に投資します。
 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。

実質的な運⽤は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが⾏います。
 マザーファンドにおける運⽤指図にかかる権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託します。

「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」の
２つのファンドからお選びいただけます。

16この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

※ 資⾦動向、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。

当ファンドの特⾊

「世界インパクト投資ファンド」は、年2回（原則として毎年2⽉および8⽉の10⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配を⾏います。
「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」は、年1回（原則として毎年8⽉10⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⾦額を決定します。

 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※ 委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、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。
※ 「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」の間でスイッチングが可能です。
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世界インパクト投資ファンド 世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）
基準価額 15,460円 純資産総額 447億円基準価額 14,312円 純資産総額 434億円

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。分配⾦は1万⼝当たり（税引前）の⾦額です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）騰落率は「世界インパクト投資ファンド」が税引前分配⾦再投資基準価額、「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」が基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りと

は異なります。

決算 分配⾦

第9期（21/2） 700円
第10期（21/8） 300円
第11期（22/2） 0円
第12期（22/8） 0円
第13期（23/2） 0円

設定来 4,250円

基準価額・純資産総額の推移

分配⾦推移

期間 ファンド

１ヵ⽉ 3.2%
３ヵ⽉ 0.3%
６ヵ⽉ 2.8%
１年 3.5%
３年 44.5%

設定来 108.3%

騰落率

基準価額・純資産総額の推移

17

分配⾦推移

期間 ファンド

１ヵ⽉ 3.2%
３ヵ⽉ 0.3%
６ヵ⽉ 2.8%
１年 3.6%
３年 44.6%

設定来 54.6%

騰落率

※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし委託会
社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ ファンドの購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは25ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧下さい。

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

当ファンドの運⽤状況（2023年2⽉末現在）

決算 分配⾦

第1期（18/8） 0円

第2期（19/8） 0円

第3期（20/8） 0円

第4期（21/8） 0円

第5期（22/8） 0円

設定来 0円
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⽔問題と公衆衛⽣

教育と職業訓練
⾦融サービス

デジタルデバイド
安全と危機管理
代替エネルギー

環境保全
資源の効率化

マルチテーマ

⾐⾷住の確保

⽣活の質向上

環境問題

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
18この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

世界インパクト投資マザーファンド①（2023年2⽉末現在）

投資カテゴリー・テーマ別構成⽐

地域別構成⽐ 通貨別構成⽐

（注1）投資カテゴリー・テーマの名称はウエリントン・マネー
ジメント・カンパニー・エルエルピーが独⾃に設定し
たものです。今後、変更される場合があります。ま
た、投資テーマのうち、複数の投資テーマ（マルチ
テーマ）にまたがる事業を⾏う企業へ投資する場
合もあります。

（注2）構成⽐は、保有現物株（含むETF）の時価総
額対⽐。四捨五⼊の関係上、合計が合わない、
または100％にならない場合があります。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
ピーのデータを基に委託会社作成



（注）組⼊⽐率は現物株（含むETF）の時価総額対⽐。
（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのデータを基に委託会社作成
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組⼊上位10銘柄（組⼊銘柄数66銘柄）

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

世界インパクト投資マザーファンド②（2023年2⽉末現在）

銘柄名 国･地域 投資テーマ 組⼊⽐率 会社概要

ウェスティングハウス・エア・
ブレーキ・テクノロジーズ ⽶国 資源の効率化 3.0%

世界の鉄道産業向けに機関⾞や機関⾞部品、システムを提供している同社は、貨物輸送においてトラック輸送
の４倍エネルギー効率に優れている鉄道輸送の更なるエネルギー効率化や安全性の向上に貢献しており、輸送
部⾨の脱炭素化に寄与している点を社会的インパクトとして評価。

グローブライフ ⽶国 ⾦融サービス 3.0%
⽶国の保険会社である同社は低中所得層を主な対象とし、保険料を抑えた基本的な⽣命保険商品を提供し
ており、これまで保険を購⼊することができなかった⼈々の⽣活の質の向上に寄与する点を社会的なインパクトと
して評価。

ボストン・サイエンティフィック ⽶国 健康促進 3.0%
⼼⾎管疾患治療の分野におけるリーディング・プレーヤーである同社は、開胸⼿術より患者への負担を軽減する
ことができる低侵襲治療に⽤いられる埋込み型デバイスやバルーンカテーテルを製造・販売しており、患者の⽣活
の質の向上に貢献する点を社会的インパクトとして評価。

ハッベル ⽶国 資源の効率化 2.8%
電⼒会社向け送電・配電設備の部品・機器を製造する同社は、安全性と効率性に優れた製品を提供すること
で再⽣可能エネルギーの接続や⽼朽化が進んだ電⼒設備の更新など、電⼒グリッド（送配電系統）の信頼
性・耐久性の向上と脱炭素化に貢献する点を社会的インパクトとして評価。

ゴーダディ ⽶国 デジタルデバイド 2.6%
世界最⼤級のドメイン・レジストラである同社は、ドメインの登録・管理サービスや、ホスティングサービス等、サイト
の開設・運営に必要なサービスを個⼈事業主や中⼩事業者向けに提供することでビジネスにおけるウェブ戦略を
包括的に⽀援する点を社会的インパクトとして評価。

アジレント・テクノロジー ⽶国 健康促進 2.5% ⽶国のライフサイエンス企業である同社はゲノム解析過程における様々な試験機器、分析機器を提供しており、
ゲノム解析の前進に貢献することでゲノム医療の発展に寄与する点を社会的インパクトとして評価。

トレイン・テクノロジーズ ⽶国 資源の効率化 2.5%
⽶国の空調管理システムメーカーである同社は、商業施設や住居向けに省エネ・低炭素排出の製品を開発・提
供。空調機器に⽤いられる冷媒によるオゾン層破壊や環境への影響が問題視され国際的な規制強化が進む中、
環境負荷の⼩さい次世代冷媒に対応した空調機器の開発に注⼒している点を社会的インパクトとして評価。

サン・コミュニティーズ ⽶国 住居の確保 2.4%
プレハブ（⼯場⽣産）住宅による住居コミュニティを所有するREITである同社は、⽶国の25州以上の地域で全
⽶平均を⼤きく下回る賃料・価格で住宅を提供しており、低中所得者層向けに質の⾼い住宅を提供することで
⽣活の質の向上に努めている点を社会的インパクトとして評価。

ノキア フィンランド デジタルデバイド 2.3%
経済・社会のデジタル化が加速し、通信インフラの普及が重要視される中、同社の市場におけるリーダーとしての
ポジショニング、スケールメリット及び強い知的財産の基盤を活かして通信機器を適切な価格で提供している点を
社会的インパクトとして評価。

サイバーアーク・ソフトウエア イスラエル 安全と危機管理 2.3% イスラエルのセキュリティソフトウェア企業である同社は、組織の情報システムにおける特権アクセス管理に特化した
セキュリティソフトを提供しており、企業の情報システム保護に貢献する点を社会的インパクトとして評価。



（ご参考）積⽴投資で資産形成
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1ヵ⽉ 2ヵ⽉ 3ヵ⽉ 4ヵ⽉

基準価額（円/1万⼝当たり）

基準価額（1万⼝当たり） 10,000円 5,000円 12,000円 8,000円 15,000円 合計 平均買付単価 評価額

⼀定⾦額購⼊
毎⽉3万円

投資⾦額 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 150,000円
約8,696円 258,750円

投資⼝数 3万⼝ 6万⼝ 2.5万⼝ 3.75万⼝ 2万⼝ 17.25万⼝

⼀定⼝数購⼊
毎⽉3万⼝

投資⾦額 30,000円 15,000円 36,000円 24,000円 45,000円 150,000円
10,000円 225,000円

投資⼝数 3万⼝ 3万⼝ 3万⼝ 3万⼝ 3万⼝ 15万⼝

＜積⽴投資の例＞

投資信託の評価額

基準価額 × ⼝数

＜基準価額の動き＞

＝
投資信託の現在の評価額は「基準価額（1万⼝
当たりの価額）」に「⼝数」をかけた⾦額です。積⽴投資

開始⽉

積⽴投資のポイント︓価格の動きだけでなく、「⼝数」が増加する効果が重要

※ 上記は⼀定の前提条件に基づき試算したものであり、実際の投資成果ではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 20

 積⽴投資とは、価格が変動する商品（投資信託など）を定期的に継続して⾃分で決めた⾦額や⼝数で買い付ける投資
⽅法です。

 ⼀定⾦額を投資することで、「価格が⾼い時には⼝数が少なく、価格が低い時には⼝数が多く」なります。これにより、⻑期
的に平均買付単価を低く抑えることが期待されます*。この投資⽅法は「ドル・コスト平均法」と呼ばれています。

＊特定の投資対象が値上がりを続ける場合、もしくは値下がりを続ける場合には、購⼊時期を分散させることがマイナスに働くこともあります。
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（ご参考）当ファンドの積⽴投資のシミュレーション

（注1）データはいずれも2016年8⽉末（設定⽉末）〜2023年2⽉末、⽉次。
（注2）上記は⼀定⾦額（毎⽉10万円）を世界インパクト投資ファンドの税引前分配⾦再投資基準価額（1万⼝当たり、信託報酬控除後）に毎⽉末に投資すると仮定して計算したシミュレーションです。ただし最終⽉

は投資しません。なお、購⼊時⼿数料等は考慮していません。税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）世界株式はMSCI AC ワールドインデックス（配当込み、円ベース）。同インデックスはマザーファンドおよび当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
（注4）世界インパクト投資ファンドの基準価額算出時の外貨建て資産の評価額は、基準価額算出⽇前⽇の株価と基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。そのため、右グラフの世界株式は同様の計算⽅法によ

り、基準価額算出⽇前⽇の指数値と基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出しています。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成
※上記は⼀定の前提条件に基づくシミュレーションであり、実際の投資成果ではありません。また、当ファンドの将来の投資成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※投資信託は元本が保証された商品ではなく、積⽴・換⾦のタイミングによっては収益が積⽴投資元本を割り込むことがあります。また、積⽴投資の成果が⼀括投資の成果を上回るとは限りません。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤、税⾦などがかかる場合があります。詳しくは25ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

当ファンドに設定⽉末から積⽴投資した場合、
基準価額が⽐較的低い①の局⾯で多くの⼝数を購⼊し、
基準価額が⾼い②の局⾯では⼝数を少なく購⼊することで
購⼊単価を平準化する効果が期待されます。

社会的課題の解決によって⾼い成⻑が期待される
インパクト投資を⾏う企業に、今から積⽴投資を始めてみませんか。

評価額

積⽴元本

税引前分配⾦再投資
基準価額（左軸）

購⼊⼝数（右軸）

1

2

積⽴元本
780万円

毎⽉10万円ずつ投資した場合に購⼊できる⼝数の推移 毎⽉10万円ずつ積⽴投資した場合の評価額

当ファンド
約1,103万円

世界株式
約1,194万円

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

設定⽉末から10万円ずつ、約6年半積⽴投資した場合、
積⽴元本780万円に対して評価額は約1,103万円
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投資リスク（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧下さい。）

■価格変動リスク
●株式市場リスク…株価の下落は、基準価額の下落要因です

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその
発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■信⽤リスク…債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価
証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■為替変動リスク…円⾼は基準価額の下落要因です
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落
する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

■カントリーリスク…投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響に
より投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に⽐べ、より運⽤上の制約が⼤きいことが想定されます。また、先進国に⽐べ、⼀般に市場規模が⼩さ
いため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が⼤きくなる傾向が考えられます。

■流動性リスク…市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等に、⼗分な数
量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

基準価額の変動要因
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、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果として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異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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分配⽅針および分配⾦に関する留意事項等
分配⽅針（世界インパクト投資ファンド）
 年２回（原則として毎年２⽉および８⽉の10⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配を⾏います。
 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、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。

分配⽅針（世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型））
 年1回（原則として毎年８⽉10⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⾦額を決定します。
 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、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。

分配⾦に関する留意事項
 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンド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。

ファンドは計算期間中の基準価額の上昇分を勘案して分配を⾏います。

その他の留意点
 当ファンドは「ファミリーファンド⽅式」により運⽤するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・⼀部解約により資⾦の

流出⼊が⽣じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組⼊有価証券の売買等が⽣じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
 ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適⽤はありません。
 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、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能
性等があります。

ファンドは複利効果による信託財産の成⻑を優先するため、分配を極⼒抑制します。（基準価額⽔準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧下さい。）

購⼊単位
100円以上1円単位（注）または、100⼝以上1⼝単位。
（注）購⼊時⼿数料および購⼊時⼿数料にかかる消費税等相当額を含めて、上記⾦額とします。
※ただしスイッチングの場合は、１⼝単位です。

購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
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。

申込不可⽇ 以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
● ニューヨーク証券取引所の休業⽇ ● 英国証券取引所の休業⽇ ● ニューヨークの銀⾏の休業⽇ ● ロンドンの銀⾏の休業⽇

申込締切時間 原則として午後３時までとします。（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うため、⼤⼝の換⾦申込みに制限を設ける場合があります。
購⼊・換⾦申込受付
の中⽌及び取消し

取引所等における取引の停⽌、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・換⾦申込みの受付中⽌や既に受け付けた購⼊・換⾦申
込みの取消しをする場合があります。

スイッチング 「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」の間でスイッチングが可能です。

信託期間  「世界インパクト投資ファンド」…2036年８⽉12⽇まで（2016年8⽉26⽇設定）
 「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」…2036年８⽉12⽇まで（2018年5⽉14⽇設定）

決算⽇  「世界インパクト投資ファンド」…毎年2⽉、8⽉の10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
 「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」…毎年8⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配
 「世界インパクト投資ファンド」は、年2回決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。（委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。）
 「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」は、年1回決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。（委託会社の判断により分配を⾏

わない場合もあります。）
 ※分配⾦⾃動再投資コースを選択された場合は、原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。

信託⾦の限度額 2,000億円

課税関係

 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
 公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資⾮課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適⽤対象です。な

お、販売会社によっては、各制度での取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
※2024年以降、ジュニアNISAで新規の購⼊ができなくなります。なお、今後NISA制度は⾒直しされる予定です。
※上記は作成基準⽇現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

委託会社および
その他関係法⼈

委託会社︓三井住友DSアセットマネジメント株式会社（ファンドの運⽤の指図を⾏う者）
受託会社︓三井住友信託銀⾏株式会社（ファンドの財産の保管及び管理を⾏う者）
販売会社︓⼤和証券株式会社（ファンドの募集・販売の取扱い等を⾏う者）
投資顧問会社︓ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

（マザーファンドの運⽤指図に関する権限の⼀部委託を受け、信託財産の運⽤を⾏います。）

※⼤和証券でお申込みの場合



25この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

ファンドの費⽤（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧下さい。）

投資者が直接的に負担する費⽤

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

購⼊時⼿数料

購⼊価額に以下の⼿数料率（税込み）を乗じて得た額とします。

※購⼊⾦額＝（購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額／1万⼝）
× 購⼊⼝数

※購⼊時⼿数料には、消費税相当額がかかります。
販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。

スイッチング⼿数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.98％（税抜き1.80％）の率を乗じた額とします。
 「世界インパクト投資ファンド」の運⽤管理費⽤（信託報酬）は⽇々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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。
 「世界インパクト投資ファンド（資産成⻑型）」の運⽤管理費⽤（信託報酬）は⽇々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の

最初の6ヵ⽉終了⽇と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。

※ 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬には、世界インパクト投資マザーファンドの運⽤指図に関する権限の委託先への報酬（当該マザーファンドの組⼊評価額に対して年0.65％

以内）が含まれております。

その他の費⽤・
⼿数料

以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
● 監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤ ● 有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料 ● 資産を外国で保管する場合の費⽤ 等
※ 上記の費⽤等については、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。
※ 監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。

※上記の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。

⼿数料率（税込み）
1億円未満 3.30％
1億円以上5億円未満 1.65％
5億円以上 0.55％

（ご参考）
＜⼝数指定で購⼊する場合＞
例えば、基準価額10,000円のときに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）×3.3％（税込み）＝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。
＜⾦額指定で購⼊する場合＞
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（税込み）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。

＜運⽤管理費⽤（信託報酬）の配分（税抜き）＞
⽀払先 料率 役務の内容

委託会社 年1.05％ ファンドの運⽤およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書⾯等の作成等の対価
販売会社 年0.70％ 交付運⽤報告書等各種書類の送付、⼝座内でのファンドの管理、購⼊後の情報提供等の対価
受託会社 年0.05％ ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実⾏等の対価

※⼤和証券でお申込みの場合



【重要な注意事項】
当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが

信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき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。
当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市

場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・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

関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、
最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会社に
ご請求ください。

当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2023年2⽉末

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ご不明な点は下記にお問い合わせください。
＜コールセンター＞0120-88-2976 受付時間︓午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
＜ホームページ＞https://www.smd-am.co.jp




