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マーケットヘッジあり

スパークス・
ベスト・ピック・ファンドⅡ

（日本・アジア） 
追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型）

マーケットヘッジなし
追加型投信／内外／株式

お 申 込 み の 際 は 、「 投 資 信 託 説 明 書（ 交 付 目 論 見 書 ）」を 必 ず ご 覧 く だ さ い 。

特化型

●当ファンドは、主として投資信託証券への投資等を通じて内外の株式などの
値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
また、外貨建資産に投資しますので為替の変動により、基準価額は変動
します。従って、投資者の皆さまの投資元金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、投資元金を割り込むこと
があります。本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが作成し
た販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。

●当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用
に関する規則　信用リスク集中回避のための投資制限の
例外」を適用して特化型運用を行います。そのため、一般の
ファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率として10％
を上限として運用を行うところを、当ファンドにおい
ては、35％を上限として運用を行います。

■ 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お申込みは ■ 設定、運用は

： スパークス・アセット・マネジメント株式会社  
  金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第346号
： 日本証券業協会、 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、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

商 号 等

加 入 協 会



マーケットヘッジあり*

安定的なリターンの獲得をめざす

知らないものには投資をしない
だから徹底した調査による厳選銘柄に集中投資

先の見えないこの時代だからこそ
日本に加え新たな投資機会が存在するアジアで
優れた運用者の生み出す「超過収益」に着目する

アジアの成長機会を存分に捉える

スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）

マーケットヘッジなし*
スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）

本資料の最後に付記しております免責事項を必ずお読み下さい。

＊ 以下、当資料において、「スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり」を、「当ファンド（マーケットヘッジあり）」または単に「マーケットヘッジあり」、「スパー
クス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし」を、「当ファンド（マーケットヘッジなし）」または単に「マーケットヘッジなし」と称する場合があります。また「マーケット
ヘッジあり」、「マーケットヘッジなし」をあわせて「当ファンド（マーケットヘッジあり／マーケットヘッジなし）」または単に「当ファンド」と称する場合があります。
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本資料の最後に付記しております免責事項を必ずお読み下さい。

1
▸ 日本株運用で優れた実績を持つ運用ノウハウを活用しつつ、投資対象を「日本+アジア」に拡大します。
▸ 市場規模や成長性に恵まれる「アジア」を投資対象に加えることで、より多くの投資機会を取込むことができます。

日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

「超過収益」を追求する独自の運用力2

２ファンド間でスイッチングが可能3

▸ 銘柄選定において、徹底した企業調査により有望企業を選び抜くことで市場全体を上回る収益の獲得
を目指します。

▸ 「厳選した銘柄に集中投資」を行うこと、「割安で購入して長期保有」を行うことを特徴としています。

▸ 「マーケットヘッジあり」は、株式市場のリスクを低減することで、独自の運用力が生み出す収益
を安定的に獲得することを目指します。

▸ 「マーケットヘッジなし」は、株式市場のリスクを低減させることをせず、アジア市場の成長も
あわせて享受することを目指します。

▸ 2つのファンド間でスイッチングが可能です。

当ファンドの魅力



本資料の最後に付記しております免責事項を必ずお読み下さい。
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アジア

※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、画像はイメージ図です。
出所： スパークス・アセット・マネジメント

投資対象にアジアを加えることでより多様な収益機会を取り込みます

日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

日本で培った運用力をより魅力的な「アジア」へと拡大①

投資対象を「日本＋アジア」に拡大！

日本
経済基盤が安定した先進国
ただし経済は既に成熟期

主な着眼点
 グローバルで高い競争力を持つビジネスが数多く存在
 株価が本源的価値に比べ割安な銘柄も多い

運用者の見方
経済基盤がまだぜい弱

ただし若年層の人口が多く高い経済成長が続く
主な着眼点

 かつての日本も経験した経済成長の恩恵を受ける産業が存在
 日本にはないアジアならではのユニークな企業が存在

運用者の見方

魅力1
▸ 当ファンドでは、日本株運用で優れた実績を持つ運用ノウハウを活用しつつ、投資対象を「日本＋アジア」に拡大します。
▸ 高い経済成長が続くアジアの株式を投資対象に加えることで、日本だけでは得られない多様な収益機会を取込むことを目指します。

＋
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4

-3.4%

9.7%

-0.7%

11.4%

16.4%

24.5%

14.8%

5.8%

9.3%

12.6%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

5.6%

11.8%

11.3%

12.7%

50.3%

3.6%

6.8%

5.0%

7.5%

13.2%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

売上高年平均成長率
（直近決算期～翌々年度期予想）

平均：10.0％

アジア企業5社の平均

：13.4％

※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。
出所：スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、 FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

高度に分散されたユニークな当ファンドのポートフォリオ

+ 非常に高い売上成長が期待できる
アジアの高成長企業

ポートフォリオに安定感をもたらす
日本の成熟したグローバル企業

当ファンド10銘柄（日本、アジア各上位5銘柄） NASDAQ時価総額上位10銘柄

売上高年平均成長率
（直近決算期～翌々年度期予想）

平均：12.8％

日立製作所（日本）

ソニーグループ（日本）

三菱商事（日本）

キーエンス（日本）

セブン＆アイHD（日本）

台湾セミコンダクター（台湾）

中国海洋石油（中国）

サムスン電子（韓国）

ヤム・チャイナHD（中国）

リーニン（中国）

Apple 

Microsoft

Alphabet

Amazon

Tesla

Meta Platforms 

NVIDIA

PepsiCo

Costco Wholesale

Broadcom

（当ファンド：2022年8月末日の組入10銘柄（日本、アジア各上位5銘柄）、NASDAQ：時価総額上位10銘柄 、年平均成長率：各銘柄の直近決算期から翌々期末予想（現地通貨ベース））

当ファンド（マーケットヘッジあり）とNASDAQの10銘柄 売上高成長率比較

日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

日本で培った運用力をより魅力的な「アジア」へと拡大②魅力1
▸ 当ファンド組入上位のアジア銘柄は、ビジネスの成長率を測る売上高成長率をみると、NASDAQの時価総額上位企業よりも比較的高いことがわかります。
▸ ポートフォリオに安定感をもたらす日本のグローバル企業+アジアの高成長企業に投資することで、高度に分散されたポートフォリオを構築しています。
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アジア
（日本除く）

34.1%

日本
18.1%

アメリカ
21.4%

ドイツ 6.2%
フランス 2.6%
イギリス 2.1%

その他
15.4%

アジア+日本の
国際特許
出願件数は

世界の約52％！

アジア+日本の
GDPは

世界の約33％！

※ 国際取引所連盟が定義するAsia–Pacificから日本・オーストラリア・ニュージーランドを除いた国々をアジア、EU加盟国とイギリスを欧州と定義しています。
※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、画像はイメージ図です。
※ 上記の記載された意見や予測などについては、資料作成時点での見解を示すものであり、今後予告なしに変更されることがあります。
出所： 国際取引所連盟、IMF、世界知的所有権機関（WIPO）、FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

世界のGDP
（2021年）

 アジア+日本の時価総額は、現在世界の約16％と、
GDP約33％と比較するとまだ小さいですが、今後ア
ジアの資本市場の発展に伴い、時価総額は拡大し
ていくと考えられます。

魅力②：世界はまだアジアに
投資できていない

世界の時価総額
（2022年8月末）

国際特許出願件数割合
（2021年）

アジア+日本の
時価総額は

世界の約16％！

アジア
（日本除く）

日本
5.6％

アメリカ
67.5％

欧州
16.7％

10.3％

 アジア+日本のGDPは、現在世界の約33％を占め
ており、特にアジアは今後も拡大余地が高いと考えら
れる地域です。投資対象として無視するにはあまりに
も巨大すぎる存在感となっています。

魅力①：無視するには巨大すぎる
経済規模

 アジア＋日本の国際特許出願件数は、全出願件数
の約52％を占めており、イノベーションの場がアジアに
向かってシフトしていることが明確に示されています。

魅力③：イノベーションの場は
アジアへシフト

アジア
（日本除く）

28.3％

日本
5.1％

アメリカ
23.9％

欧州
21.1％

その他
21.6％

日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

投資対象としてのアジアの魅力魅力1
▸ アジアには巨大な経済規模、拡大余地のある時価総額、高い技術革新力など、今後世界経済をリードできるような魅力が多くあります。
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※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。また、画像はイメージです。
※ 記載された意見や予測などについては、資料作成時点での見解を示すものであり、今後予告なしに変更されることがあります。
出所： スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、スパークス・アセット・マネジメント（2022年8月末日現在）

デジタル化の進展 ESGの浸透 高まる半導体需要拡大必須のヘルスケア

キーエンス（日本）
⇒自動車・半導体向けFAセンサ

台湾セミコンダクター（台湾）
⇒半導体受託製造の世界最大手

日立製作所（日本）
⇒顧客のIoTデータを収集・分析し、
ソリューション提供するルマーダ事業に
注力

シー（シンガポール）
⇒オンラインゲームやeコマースを展開

日本電産（日本）
⇒EV向けトラクションモーターを製造

ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー
（中国）
⇒世界最大級の太陽電池メーカー

テルモ（日本）
⇒心臓血管治療用の医療機器製造

ウーシー・アップテック（中国）
⇒医薬品の受託開発・製造

組入銘柄例 組入銘柄例 組入銘柄例 組入銘柄例

日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

日本+アジアへの投資で世界の高成長分野も取り込む魅力1
▸ 当ファンドでは、徹底的な企業調査に基づき、世界が注目する高成長分野で活躍が期待される銘柄もポートフォリオに組み入れております。
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(2018年4月27日～2022年8月31日) (2008年3月27日～2022年8月31日)

当ファンド（マーケットヘッジあり）
と同様の運用ノウハウ
を活用したファンド

TOPIX
（配当込み）

年率リターン 0.4% 4.6％
年率リスク 7.5％ 17.4％
リターン/リスク 0.06 0.26

※ 上記は、弊社の日本株を投資対象としたファンドの過去の運用実績を示したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。また、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※ 基準価額は信託報酬控除後です。決算期に収益分配があったファンドは、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。
※ 年率リターンは計算期間におけるリターンを年率換算しています。年率リスクは計算期間における日次リターンの標準偏差（年率換算）です。
※ TOPIX（配当込み）、MSCIワールド（配当込み、円ベース）は、上記ファンドのベンチマークではありません。
出所： FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

102

*投資対象は日本株のみです。 *投資対象は日本株のみです。

2018年4月27日を100として指数化 2008年3月27日を100として指数化

日本株運用で優れた実績を持つ運用ノウハウを活用！

当ファンド（マーケットヘッジあり）と
同様の運用ノウハウを活用したファンド*のパフォーマンス

122

480

217

364

当ファンド（マーケットヘッジなし）
と同様の運用ノウハウ
を活用したファンド

TOPIX
（配当込み）

MSCIワールド
（配当込み）

年率リターン 11.3% 5.4％ 9.2％
年率リスク 19.5％ 21.2％ 22.3％
リターン/リスク 0.58 0.26 0.41

当ファンド（マーケットヘッジなし）と
同様の運用ノウハウを活用したファンド*のパフォーマンス

当ファンド（マーケットヘッジあり）と同様の運用ノウハウを活用したファンド
TOPIX（配当込み）

米中貿易
摩擦激化

コロナ
ショック

当ファンド（マーケットヘッジなし）と同様の運用ノウハウを活用したファンド
TOPIX（配当込み）
MSCIワールド（配当込み、円ベース）

魅力1 日本で実績のある運用を「アジア」へと拡大

日本株運用で優れた運用実績

▸ 日本株のみを対象に当ファンド（マーケットヘッジあり）と同様の運用ノウハウを活用したファンドは、市場急落時に安定したパフォーマンスを示しています。
▸ 当ファンド（マーケットヘッジなし）と同様の運用ノウハウで日本株のみに投資するファンドは、10年超にわたり優れた運用実績を有します。
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卓越した経営陣を擁する企業

圧倒的市場シェアによりスケールメリット
を享受している企業

ブランド力により高い収益性を
維持している企業

厳選した銘柄を
長期保有

当ファンド 一般的なアクティブファンド

厳選した銘柄を割安時に購入し、長期で保有

当ファンド 一般的なアクティブファンド
保有銘柄数

35～45
程度

徹底した調査により厳選した銘柄に集中投資

条
件
を
満
た
す
銘
柄
の
特
徴

※ 上記は当ファンドの運用への理解を深めていただくためのイメージ図です。全てのケースに当てはまるものではなく、当ファンドの将来の結果をお約束するものではありません。
出所： スパークス・アセット・マネジメント

「長期に保有し続けることができる」と
判断した企業の実態価値

＝運用者が考える企業の価値

株価＝多くの投資家が考える
企業の価値

株価が企業の実態価値
から乖離して下落

株価が実態価値より大幅に割安
＝投資タイミング

株価は長期的に企業の
実態価値に収れん

長期保有により
株価上昇を享受

保有銘柄数

100～200
程度

相場環境に応じて
保有銘柄を入れ替え

特徴②：割安で購入して長期保有特徴①：厳選した銘柄に集中投資

魅力2 「超過収益」を追求する独自の運用力

徹底した企業調査に基づく「集中投資」と「長期保有」
▸ 投資する銘柄の選定においては、徹底した調査により、運用者が「株主として長期的に保有し続けることができる」と判断した企業にのみ投資を行います。
▸ そのため、厳選した銘柄に集中的に投資を行う、それらの銘柄が割安となったと判断したタイミングで購入し長期保有を行う、という特徴があります。
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50,000

100,000

2012年度 2021年度
ゲーム＆ネットワークサービス 音楽 映画 その他事業

参入障壁が高く、持続可能な利益成長性を持つ「魅力的なビジネス」か？

台湾セミコンダクター

株価の推移
（2017年8月31日～2022年8月31日（円ベース））

※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。
※ 記載された意見や予測などについては、資料作成時点での見解を示すものであり、今後予告なしに変更されることがあります。過去の実績等は将来の結果を保証、示唆するものではありません。
※ 画像はイメージです。
出所： 会社資料、スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント（2022年8月末日現在）

ソニーグループ
 ゲーム・音楽・映画・半導体など多岐に亘る事業で安定した収益構造を誇る。エンタメ関
連事業ではスパイダーマンなどの豊富な自社コンテンツで収益の最大化を図っている。

着眼点①

2017年8月31日を100として指数化

最先端技術に対する巨額
投資負担を補って有り余る
だけの高い成長率！

 半導体受託製造の世界最大手。最先端の技術で安定的且つ大量に半導体を生産
することに特化。継続した巨額投資により半導体委託生産で高い世界シェアを握る。

版権を活用したビジネスは、少ない
資本で参入障壁を維持しつつ

業容拡大可能な魅力的なビジネス！

2019年11月
投資開始

株価の推移
（2017年8月31日～2022年8月31日（円ベース））

2017年8月31日を100として指数化

2021年1月
投資開始

売上高構成比の比較
（2012、2021年度）

過去20年間平均実績
（2002～2021年度）

（億円）

エンタメ関連事業の
売上貢献は全体の
半分以上に！

年々高度化・複雑化が進む半導体業界で
過去20年間、非常に高い業績を継続！

魅力2 「超過収益」を追求する独自の運用力

「ビジネスの魅力」と「経営者の資質」で優良株式を厳選
▸ スパークスでは、株式投資で成功するためには、「魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業の株式を安く買う」ことが重要だと考えています。

売上高成長率 平均
12.8％

当期純利益成長率 平均
19.1％

株主資本利益率
（ROE）

平均
23.3％
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最終的に重要な「経営者の資質」が優れているか？

※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。
※ 記載された意見や予測などについては、資料作成時点での見解を示すものであり、今後予告なしに変更されることがあります。過去の実績等は将来の結果を保証、示唆するものではありません。
※ 画像はイメージです。
出所： 会社資料、スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント（2022年8月末日現在）

日立製作所
 100年以上の歴史を持つ日本を代表する総合電機メーカー。現在ルマーダ事業に注力。
 2009年以降の経営陣によるリストラ断行で収益力正常化、近年は成長戦略を加速。

テクトロニック・インダストリーズ
 電動工具などを手掛ける機械メーカー。世界市場シェア2位、近年急成長を遂げている。
 業界トップ他社から移った現CEOは高い経営力と製品開発能力で業界を長くけん引。

これまで培った様々な
技術を生かす経営により
利益成長ステージへ！

顧客の経営・現場課題をIoTデータを収集・
分析し、ソリューションを提供するルマーダ事業
は、先行投資をこなしつつ高収益！

現小島社長の元、「顧客の課題解決
を最優先に考えた製品からサービスまで

のパッケージ提案」を推進。

強力な経営陣の主導により
革新的な製品で急成長中！

2008年からCEOに就任したガリ氏は、
業界トップの米ブラック＆デッカー社で

主要ブランドを立ち上げ、成功した実績あり。

株価の推移
（2017年8月31日～2022年8月31日（円ベース））

2017年8月31日を100として指数化

株価の推移
（2017年8月31日～2022年8月31日（円ベース））

2021年3月
投資開始

2021年5月
投資開始

同社のコードレス電動工具：バッテリー製の
ため、騒音や排出物が少なく、事前にプロ
グラムされた設定での作業も可能！

魅力2 「超過収益」を追求する独自の運用力

「ビジネスの魅力」と「経営者の資質」で優良株式を厳選
▸ スパークスでは、株式投資で成功するためには、「魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業の株式を安く買う」ことが重要だと考えています。

着眼点②

2017年8月31日を100として指数化
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※ 上記は当ファンドへの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。
※ 画像はイメージです。
出所： スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、スパークス・アセット・マネジメント（2022年8月末日現在）

インフレリスクにさらされながらも、高い競争力によって
健闘が期待される「モノを提供する製造業的ビジネス」

インフレの影響を受けづらい「アセットライト※なビジネス」
（※ソフトウェア、オンラインサービス、ソリューションなどを提供）

運用者の見解
⇒インフレの脅威とは無縁か、
影響があったとしても軽微と考え、

インフレ環境下では「安心感のある投資先」

運用者の見解
⇒品質・ブランド力、コスト競争力による成長
が期待できるため、インフレ圧力が和らげば
利益成長に拍車がかかると見込まれる

ソニーグループ
（日本）

：ゲーム、音楽、映画
分野を中心とした
エンタメの提供

リクルートホールディングス
（日本）

：オンライン求人広告・一般広告
および人材関連サービス企業

インドエネルギー取引所
（インド）

：インド国内で電力取引市場
を運営

日立製作所
（日本）

：産業系IoTプラットフォーム
を駆使したソリューション

提供型モデル

テンセント・
ホールディングス
（中国）
：中国のスマホ
ゲーム最大手

日本電産
（日本）

：DCブラシレスモータの
世界最大手メーカー

台湾セミコンダクター
（台湾）

：世界最大の半導体
製造受託企業

テルモ
（日本）

：心臓血管治療用の
医療器具メーカー

リー・ニン
（中国）

：中国のスポーツ
用品メーカー

ロート製薬
（日本）

：OTC （処方箋なしで
購入できる）目薬、スキン
ケア化粧品の製造販売

魅力2 「超過収益」を追求する独自の運用力

インフレリスクへの対応も考えられたポートフォリオ
▸ 当ファンドでは、以前よりインフレリスクへの対応が必要であると認識しているため、「ソフトウェア、オンラインサービス、ソリューションなどを提供するアセットライト
なビジネス」と、 「モノを提供する製造業的ビジネス」にわけてポートフォリオの全体像を分類しています。
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マーケットヘッジあり２ファンド間でスイッチングが可能

各ファンドのパフォーマンスに影響を与える要因について

「マーケットヘッジなし」のパフォーマンス要因「マーケットヘッジあり」のパフォーマンス要因

現物株式
ポートフォリオ部分

株価指数先物取引等
の売建てヘッジ

株価指数先物取引等の活用に
より、株式市場の変動リスク

（株式市場要因）の低減を図ります。

運用固有の要因と、
その他の要因による収益
の獲得を目指します。

株価指数先物取引等の活用は
行いません。

3つの要因による
収益の獲得を目指します。

ファンドの資金動向や市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

現物株式
ポートフォリオ部分

株価指数先物取引等
の売建てヘッジ

※ 上記は当ファンドの運用への理解を深めていただくためのイメージ図です。全てのケースに当てはまるものではなく、当ファンドの将来の結果をお約束するものではありません。
出所： スパークス・アセット・マネジメント

マーケットヘッジなし

その他の要因
超過収益獲得のために運用上取るリスク
（銘柄選択、為替、国、業種など）

運用固有の要因 株式市場要因
運用上意図していないリスク、

売建てヘッジで取り除ききれないリスク等 株式市場の変動リスク

― ＝
運用固有の要因

その他の要因

株式市場要因 株式市場要因

運用固有の要因

その他の要因 ― ＝
運用固有の要因

その他の要因

株式市場要因

運用固有の要因

その他の要因

株式市場要因

魅力3 
▸ ファンドのパフォーマンスに影響を与える要因は大きく3つ（運用固有の要因、その他の要因、株式市場要因）に分けられます。
▸ 「マーケットヘッジあり」では運用固有の要因とその他の要因、「マーケットヘッジなし」では3つの要因が主にパフォーマンスに影響を与えます。

▸ 「マーケットヘッジあり」は、株価指数先物取引等を活用することで、
株式市場の値動きの影響を軽減させることを目指すため、安定的
なリターンが期待できます。

▸ 「マーケットヘッジなし」は、株式市場の変動リスクの低減を行いま
せん。値動きは大きくなりますが、アジアの株式市場が上昇する局
面ではより高いリターンが期待できます。
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「マーケットヘッジあり」が外国投資信託証券を通じて投資を行う現物株式の価格が下落し、株価指数先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大することがあります。また、外国投資信託
証券は原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、
これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。主にTOPIX先物の売建てを活用しますが、ポートフォリオの状況に応じて対象とする先物は変更となる可能性がございます。

アジア各国の株価指数とTOPIX先物の値動きの比較
（2015年7月9日～2022年8月31日）

±30％

※各国の株価指数は円換算した値を使用
各国指数の合成インデックス/TOPIX先物
ジャカルタ総合指数（インドネシア）/TOPIX先物
S&P BSEセンセックス（インド）/TOPIX先物
ハンセン総合指数（香港）/TOPIX先物
SET指数（タイ）/TOPIX先物

* 各国の代表的な株価指数を、MSCI AC アジアインデックスにおける構成比率で組み合わせた合成インデックスを使用しています。使用した各国の株価指数は裏表紙でご確認ください。
※ 当該実績は過去の実績であり、将来の運用成績等を示唆、保証するものではありません。
出所： FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

2015年7月9日を1として指数化

マーケットヘッジあり２ファンド間でスイッチングが可能

TOPIX先物取引を活用し株式市場の変動リスクを低減
マーケットヘッジなし

魅力3 
▸ 「マーケットヘッジあり」では、株価指数先物取引等の売建てにより、株式市場の変動リスクの低減を図ります。株価指数先物取引等の売建てにTOPIX
先物を活用します。

▸ 日本およびアジア各国のそれぞれの国の代表的な株価指数を組み合わせた合成インデックス*とTOPIX先物の値動きを比較すると、値動きの差は一定
の範囲（上下5.0％程度）に概ね収まっていることが確認できます。TOPIX先物取引の売建てによって日本およびアジア各国の株式市場の変動リスク
を低減させることができると考えられます。

ファンドの資金動向や市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

±5.0％



本資料の最後に付記しております免責事項を必ずお読み下さい。

14

-1.9% -2.2%

-23.2%
-27.1%

-22.7%
-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2020/2/3 2020/3/3 2020/4/3

(2020年2月3日～2020年4月30日（円ベース）)

コロナショックによる株価急落局面

※ 当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※ 代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数は以下の通りです。また、下記は当ファンドのベンチマークではありません。 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、配当込み）／

日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）／先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（円ベース、配当込み） ／ MSCI AC アジアインデックス（円ベース、配当込み）
出所： FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

株価急落局面騰落率
（2020年2月3日～2020年3月19日）

当ファンド
マーケット
ヘッジあり

先進国
国債 日本株 先進国株 MSCI

AC アジア
先進国株

MSCI AC
アジア

先進国国債

日本株

当ファンド
マーケットヘッジあり

株価急落局面
（2020年2月3日～3月19日）

コロナショック時は
先進国国債よりも
下落を抑えている！

2020年2月3日を100として指数化

マーケットヘッジあり２ファンド間でスイッチングが可能

「マーケットヘッジあり」 コロナショック時は？
マーケットヘッジなし

魅力3 
▸ 株式市場の変動リスクの低減を図る「マーケットヘッジあり」では、コロナショック時の株式市場が大きく下落した局面でも底堅いパフォーマンスを示したことが
確認できます。
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基準価額・純資産総額の推移

※ 当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、税引前の分配金を再投資したものとして計算したものです。
※ 基準価額は信託報酬控除後です。（過去のパフォーマンスは月末値により算出しています）
※ 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは、分配金（税控除前）を再投資することにより算出される収益率です。従って実際の投資家利回りとは異なります。
※ 参考指数（MSCI AC アジアインデックス（円ベース、配当込み））は当ファンドのベンチマークではありません。
※ 年率リターンは計算期間におけるリターンを年率換算しています。年率リスクは計算期間における日次リターンの標準偏差（年率換算）です。
出所： FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

マーケットヘッジあり マーケットヘッジなし
基準価額（１万口当たり） 10,217 円 12,038 円
純資産総額 10.02 億円 3.81 億円
運用期間 2年10ヶ月 2年10ヶ月

設定日前営業日（2019年10月11日を10,000として指数化）～2022年8月31日
※ 当初設定日：2019年10月15日
※ 参考指数：MSCI AC アジアインデックス（円ベース、配当込み）

基準価額／純資産総額（2022年8月31日現在）

過去のパフォーマンス（2022年8月31日現在）
マーケットヘッジあり マーケットヘッジなし 指数

１ヶ月間 -0.47% 0.40% 2.79%
３ヶ月間 -0.28% 1.34% 2.02%
６ヶ月間 -5.04% -2.82% 5.49%
１年間 -17.99% -18.34% 0.38%
設定来 5.16% 20.38% 37.17%
年率リターン 1.73% 6.54% 11.39%
年率リスク 13.64% 19.33% 18.16%
リターン／リスク 0.13 0.34 0.63 

直近の分配実績（円）
計算期末 マーケットヘッジあり マーケットヘッジなし

2021年3月1日 120 円 0 円
2021年8月27日 120 円 0 円
2022年2月28日 0 円 0 円
2022年8月29日 0 円 0 円
設定来累計 360 円 0 円
純資産総額の推移（億円）
設定日前営業日（2019年10月11日）～2022年8月31日
マーケットヘッジあり マーケットヘッジなし

マーケットヘッジあり（分配金再投資基準価額）
マーケットヘッジあり（基準価額）
マーケットヘッジなし（基準価額）
参考指数：MSCI AC アジアインデックス（円ベース、配当込み）

コロナショック時
2020/2/3~3/19

マーケットヘッジあり：－1.9％
マーケットヘッジなし：－16.0%
参考指数：-22.7％
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代表的な資産クラスとの比較

※ 当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※ 年率リターンは計算期間におけるリターンを年率換算しています。年率リスクは計算期間における日次リターンの標準偏差（年率換算）です。
※ 代表的な各資産クラスの指数は次の通りです。また、下記は当ファンドのベンチマークではありません。 日本株:東証株価指数（TOPIX（配当込み））、先進国株:MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、

円ベース）、新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）、日本国債:NOMURA-BPI国債、先進国国債:FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、
新興国国債:FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）

出所： FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

当ファンド
マーケットヘッジあり

当ファンド
マーケットヘッジなし 日本株 先進国株

(為替ヘッジなし)
新興国株

(為替ヘッジなし) 日本国債 先進国国債
(為替ヘッジなし)

新興国国債
(為替ヘッジなし)

年率リターン 1.7% 6.5% 9.6% 18.8% 11.0% -1.5% 3.8% 8.5%
年率リスク 13.6% 19.3% 18.3% 24.7% 21.1% 2.0% 6.7% 8.7%
リターン/リスク 0.1 0.3 0.5 0.8 0.5 -0.8 0.6 1.0

（2019年10月11日～2022年8月31日（円ベース））

パフォーマンス リスク・リターン特性

先進国株

新興国株

先進国国債

新興国国債

日本国債

日本株

2019年10月11日を100として指数化

当ファンドの運用実績、代表的な資産クラスとの比較

当ファンド
マーケットヘッジあり

当ファンド
マーケットヘッジなし

－
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当ファンド組入上位10銘柄（2022年8月末日現在）

※ 上記は当ファンドの理解を深めていただくためのご参考資料であり、特定の有価証券等を推奨しているものではありません。また、過去の実績等は将来を保証、示唆するものではありません。
※ 国・地域名は、本社所在国等に基づいたスパークス・アセット・マネジメントによる分類、業種は、GICS（世界産業分類基準）による分類です。
※ 比率は当該投資信託証券の純資産総額に対する比率です。
出所： スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、スパークス・アセット・マネジメント

銘柄名 国・
地域 業種 概要・投資ポイント

マーケットヘッジあり マーケットヘッジなし
順位 組入比率 順位 組入比率

日立製作所 日本 資本財・
サービス

創業100年以上の総合電機メーカー。顧客のIoTデータを収集・分析する同社独自の”ルマーダ事業”に
着目。同事業はコストをかけずに業容拡大できる段階に入ってきており、グローバルロジック社(米)買収によ
る海外展開強化で今後の利益率改善、売上成長スピードが上昇することが予想される。

1 7.2% 1 7.3%

ソニーグループ 日本 一般消費財・
サービス

AV機器大手。同じ消費者が継続して買い続けてくれるような製品やサービスを指す「リカーリングビジネス」
を進め、ゲーム・音楽・映画といったエンタテインメント分野が今後の有望な成長分野とみる。 2 6.0% 2 6.1%

台湾セミコンダクター 台湾 情報技術
1987年創業の台湾に本社を置く世界最大の専業ファンドリーメーカー（自社設計せず、外部からの設計
データに基づいて、依頼された製品を製造）。半導体生産工場は高い技術力と巨額の初期投資を必要
とするため、参入障壁が高い。

3 4.7% 3 5.1%

三菱商事 日本 資本財・
サービス

総合商社。世界中に人的ネットワークを持つ投資事業会社であり、バランスシートは世界的にも珍しい事
業資産ポートフォリオを有する。収益の源泉も自らの事業オペレーションによる利益のほか、投資先からの配
当収入、関連会社からの持分法損益、資産売却や株式売却によるキャピタルゲインなど多岐に亘る。

4 3.5% 5 3.5%

中国海洋石油 中国 エネルギー 原油や天然ガスの探査､開発、生産、販売を手掛ける。原油価格に左右される業態であるものの、同価
格が70ドル/バレルでも純利益約700億人民元を出すことが可能であり、株価も非常に割安と評価。 5 3.5% 4 3.7%

サムスン電子 韓国 情報技術
半導体、パソコン、周辺機器、モニター、テレビなどをはじめとする民生用ならびに産業用電子機器・製品
を製造、販売。コロナ禍以降メモリー市場は需給バランスが崩れた環境だったが、現在は通常サイクルに戻
る過程に入っており、今後明確な回復トレンドに入る中で長期的な利益成長が見込まれる。

6 2.8% 6 3.1%

ヤム・チャイナ・
ホールディングス 中国 一般消費財・

サービス
KFC、Pizza Hutなどを独占運営する中国最大級のレストラン会社。2022年度第一四半期時点で、中
国国内のKFC店舗数は最も近いライバルであるマクドナルドの約2倍。デリバリーやテイクアウト需要に対応
しやすいビジネスモデルでコロナ禍でも収益を維持。ケータリング市場での拡大余地も十分に期待できる。

7 2.8% 7 3.1%

リー・ニン 中国 一般消費財・
サービス

1989年に元オリンピック体操選手・李寧（リー・ニン）氏によって創業された中国のスポーツ用品メーカー。
国産ブランド製品の品質向上や、ソーシャルメディアを活用した巧みなマーケティング戦略により、中国の若
い世代の消費者が、海外ブランドから国内ブランドを選好するようになってきている点に注目。

8 2.8% 8 3.0%

テクトロニック・
インダストリーズ 香港 資本財・

サービス
電動工具、屋外用動力機器などを手掛ける機械メーカー。ミルウォーキー（プロ用）やリョービ（DIY用）
など多数のブランドをもつ。電動工具などは、ガソリンエンジンからバッテリー搭載の製品への移行がすすんで
おり、同社のコードレス工具は強みを発揮すると考えられる。

9 2.7% 9 2.9%

リライアンス・
インダストリーズ インド エネルギー

主な事業は石油化学製造だが、この他に小売、デジタルサービス、金融サービスの分野でも事業を展開。
実行力のある経営陣により、石油化学中心のビジネスモデルから消費者向けインターネットプラットフォーム
企業へと移行しつつある点に着目。

10 2.6% - -

キーエンス 日本 情報技術 FAセンサなど検出・計測制御機器の大手企業。FAセンサで圧倒的な強さを誇り、省人化に資する同社
のビジネスは伸び続けると予想。多額のネットキャッシュを持ち、景気停滞局面にも強い。 - - 10 2.7%
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資本財・サービス
19.0%

一般消費
財・サービス
18.1%

情報技術
15.2%

12.1%

9.7%

7.2%

6.3%

5.3%

1.1%

5.9%
資本財・サービス

18.6%

一般消費
財・サービス
17.2%

情報技術
14.1%

11.3%

9.6%

7.2%

6.1%

5.2%

1.0%
9.6%

日本円
40.1%

香港ドル
25.1%

6.5%

6.4%

5.1%

10.9%

5.9%

日本円
39.4%

香港ドル
23.2%

6.4%

6.2%

4.7%

10.5%

9.6%

日本
40.1%

中国
22.9%

8.3%

6.4%

16.4%

5.9%

日本
39.4%

中国
21.2%

7.9%

6.4%

15.5%

9.6%

マーケット
ヘッジあり

ポートフォリオ特性値 通貨別構成比

国・地域別構成比 業種別構成比

※ 当ファンドのPER・ROEは2022年8月末現在組入43銘柄中、実績値の算出できない銘柄を除いた直近期実績の加重平均値です。 （PER：37銘柄、ROE：40銘柄）
※ 国・地域別構成は、本社所在国等に基づいたスパークス・アセット・マネジメントによる分類、業種別構成比は、GICS（世界産業分類基準）による分類です。
※ 比率は当該投資信託証券の純資産総額に対する比率です。四捨五入のため、合計が100.0％にならない場合があります。
※ MSCI AC アジアインデックス（円ベース、配当込み）は、MSCI Inc.が発表しているMSCI AC Asia Index（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算したものです。MSCI AC アジアインデックス（円ベース、

配当込み）は当ファンドのベンチマークではありません。
※ 外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。
出所： スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド、FactSet Pacific Inc.、スパークス・アセット・マネジメント

項目 マーケットヘッジ
あり

マーケットヘッジ
なし

MSCI AC アジア
インデックス

（円ベース、配当込み）

銘柄数 43銘柄 43銘柄 1,439銘柄

PER 24.4倍 24.4倍 14.7倍

ROE 15.6％ 15.7％ 9.9％

当ファンドのポートフォリオ（2022年8月末日現在）

■韓国 ■インド ■その他 ■現金等

■ インドルピー ■韓国ウォン■台湾ドル ■その他 ■現金等

マーケット
ヘッジあり

マーケット
ヘッジなし

マーケット
ヘッジなし

マーケット
ヘッジあり

マーケット
ヘッジなし

■コミュニケーション・サービス■金融 ■生活必需品 ■エネルギー■ヘルスケア ■素材 ■現金等
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投資の専門集団 スパークス

 スパークスの創業者である阿部修平は世界的に著名な投資家、ジョージ・ソロス氏に1億
ドルの運用を任されました。

 ソロス氏に徹底的に鍛えられた投資哲学をもとに株式運用で長期間優れた実績を出して
きました。

1980年、ボストンのバブソンカレッジでMBA取得。1981年、野
村総合研究所に入社後、ニューヨークのノムラ・セキュリティーズ・
インターナショナルに出向し、米国の機関投資家向けの日本株の
セールスに従事。1985年にニューヨークで独立し、ジョージ・ソロス
氏から1億ドルの運用を任される。1989年、日本でスパークス投
資顧問（現スパークス・グループ）を設立。2001年に上場。
2005年、ハーバード大学ビジネススクールでAMP修了。

阿部 修平

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長

 スパークスは日本株式の運用会社として創業しました。現在ではアジア株式運用や再生可
能エネルギーへの投資、ベンチャー・キャピタルなど、長年蓄積した投資ノウハウを活用し、幅広
い投資を行っています。

ジョージ・ソロス氏のもとで働いた阿部修平が創業 革新的な投資戦略を実践し、数々の受賞実績

1989年創業、運用会社では初の上場企業

*スパークス・アセット・マネジメント株式会社、スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式会社、スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社、スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社、SPARX 
Asset Management Korea Co., Ltd.、及び SPARX Asia Capital Management Limited 並びに関連会社である野村スパークス・インベストメント株式会社（「野村スパークス」）による運用資産残高で構成され、
加えてスパークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社が管理する発電所等の資産も含めております。なお、当社グループは、直接的・間接的に上記各運用子会社の持分割合の100％を保有しており、また野村スパーク
スについては2022年8月末日現在49.0％の持分割合を保有しておりますが、上記の数値は当社持分に関わらず運用資産残高の100％を記載しております。
出所： スパークス・アセット・マネジメント作成（2022年8月末日現在）

ＳＰＡＲＸグループの投資戦略
日本株式中小型投資戦略
日本株式ロング・ショート投資戦略
日本株式長期厳選投資戦略
日本株式サステナブル投資戦略
日本株式マーケット・ニュートラル投資戦略

ワンアジア投資戦略
日本再生可能エネルギー投資戦略
日本不動産投資戦略
プライベート・エクイティ投資戦略

 スパークス・グループ株式会社は1989年に創業、旧JASDAQ市場（銘柄コード8739）に
2001年12月に運用会社として初めて上場いたしました。
資産運用残高は約1兆5,737億円＊となります。（2022年8月速報値）
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※ 上記は「マーケットヘッジあり」の運用への理解を深めていただくためのイメージ図です。全てのケースに当てはまるものではなく、 「マーケットヘッジあり」の将来の結果をお約束するものではありません。
出所： スパークス・アセット・マネジメント

「マーケットヘッジあり」が外国投資信託証券を通じて投資を行う現物株式の価格が下落し、株価指数先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大
することがあります。また、外国投資信託証券は原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。

（ご参考）「マーケットヘッジあり」におけるヘッジ運用について
▸ 「マーケットヘッジあり」では、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として株価指数先物取引等の売建てによる株式ヘッジを行います。
▸ 株価指数先物取引等の売建てを行う場合、売建てる株価指数先物とほぼ反対の損益が発生します。株価指数先物が上昇した場合には、株価指数
先物取引等の売建てによる損失が発生し、株価指数先物が下落した場合には、株価指数先物取引等の売建てによる利益が発生します。

ファンドの資金動向や市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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ファンドの特色

「マーケットヘッジあり」
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて､日本を含むアジアの株式に
投資するとともに、株価指数先物取引等を活用し、日本を含む投資対象国
の株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を
目指して運用を行います。
「マーケットヘッジなし」
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて､日本を含むアジアの株式に
投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの仕組み
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
主として、投資対象ファンドである以下の投資信託証券への投資を通じて、
実質的な運用を行います。

ファンドの目的

1.日本とアジアの株式の中から、『魅力的』と判断した銘柄に投資します。
◆『魅力的』な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、
成長していく日本とアジアの企業（新・国際優良企業）をいいます。
◆当ファンドは、「MSCI AC Asia Index（円ベース）＊」の採用国及び地域の株式を中心に
実質的に投資します。ただし、当該指数への追従を意図した運用は行いません。
当ファンドの主要投資対象国は日本、中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、
シンガポール、タイ、インド、インドネシアなどです。
※投資対象国の制度等により、上記投資対象国の株式へ投資ができない場合があります。
※日本やアジア地域に本社のある企業で日本やアジア地域以外の上場株式も投資対象に含まれます。
※全ての採用国及び地域に投資するとは限りません。また、主要投資対象国は今後変更される場合があります。
※株式のほか、株式に関連する資産として、投資信託証券、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
社債、DR（預託証書）、新株引受権証券および新株予約権証券、ならびに株価もしくは株価指数に価格が
連動する証券等に対して投資する場合があります。
＊「MSCI AC Asia Index（円ベース）」は、MSCI Inc.が発表しているMSCI AC Asia Index（米ドル
ベース）をもとに委託会社が円換算したものです。また、MSCI AC Asia Indexに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を
停止する権利を有しています。MSCI Inc.は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものでは
ありません。
2.ベンチマークや業種にとらわれず、『厳選』した少数の投資銘柄群に集中的に
投資を行うことを基本とします。
※当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとして
いるため、個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して実質的に10％を超えて投資することが
想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが
生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
3.原則として短期的な銘柄の入れ替えは行わず、長期保有することを基本と
します。
4.「マーケットヘッジあり」と「マーケットヘッジなし」の２つのファンドがあります。
「マーケットヘッジあり」
株式市場の変動リスクの低減を図るため、株価指数先物取引等を活用します。
「マーケットヘッジなし」
株式市場の変動リスクの低減を図るための株価指数先物取引等は、原則として行いません。

当ファンドは、投資信託証券を通じて、ファンド・オブ・ファンズ形式で実質的な運用を行います。
なお、外国投資信託証券の組入れは原則として高位に保つことを基本とします。

ファンドの目的・特色

ファンドの資金動向や市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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「マーケットヘッジあり」においては、主として投資信託証券への投資等を通じて、内外の株式などの値動きのある有価証券に投資するとともに、株価指数先物取引等を
活用しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資しますので為替の変動により、基準価額は変動します。なお、「マーケットヘッジあり」固有の
投資リスクとして株式ヘッジに伴うリスクもあります。
「マーケットヘッジなし」においては、主として投資信託証券への投資等を通じて、内外の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変
動します。また、外貨建資産に投資しますので為替の変動により、基準価額は変動します。
従って、投資者の皆さまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用によ
る損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

価格変動リスク
当ファンドは、実質的に内外の株式などを主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴う
ことになります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の
変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。

カントリーリスク

一般的に海外の株式などに投資する場合、投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化等により金融・証券市場が混乱して株式などの価格
が大きく変動する可能性があり、基準価額が大きく下落する要因となります。また、新興国市場への投資は先進国への投資と比較して価格変動、
流動性、為替変動、政治要因等のリスクが高いと考えられています。また、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから投資判断に際して
正確な情報を十分に確保できない場合があります。国有化、資産の収用、あるいは通貨の回金の制限等により、かかる国への投資はリスクを増大
させることがあり、その結果、重大な損失が生じる場合があります。

為替変動リスク 当ファンドは、原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。外国為替相場の変動により
投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。

集中投資のリスク 当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に
大きくなる可能性があります。

「マーケットヘッジあり」
固有の投資リスク

株式ヘッジに伴うリスク

「マーケットヘッジあり」においては、実質的に日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の
売建てを行いますので、株式ヘッジに伴うリスクがあります。そのため、日本を含む投資対象国の株式市場全体が上昇しても必ずしも基準価額が上昇
するわけではありません。また、完全に株式市場全体の動きの影響を排除できるものではありません。組入投資信託証券の株式ポートフォリオの価格
上昇の寄与が株価指数先物の価格上昇の寄与より小さい場合、または、組入投資信託証券の株式ポートフォリオの価格下落の影響が株価指数
先物の価格下落の影響より大きい場合等には、基準価額が下落する可能性があります。組入投資信託証券の株式ポートフォリオの価格が下落し、
株価指数先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大することがあります。

＜主な変動要因＞※基準価額の変動要因（投資リスク）は、下記に限定されるものではありません。（注）各ファンド固有の場合は、個別記載しております。それ以外は、各ファンド共通事項です。

投資リスク



23
本資料の最後に付記しております免責事項を必ずお読み下さい。

信用リスク

●組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には
価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。なお、株式等の値動きに連動する債券については、債券の発行者に起因
するリスクのほか、対象とする企業の株価の変動の影響を受けますので、対象とする企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合には、当該債券の
価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
●当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、組入投資信託証券を通じて厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、
個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して実質的に10％を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を
行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

その他の留意事項

●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくは
コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的に設定・解約等ができないことも
あります。また、これらにより、一時的に当ファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。
●法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
当ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。また、投資対象とする地域の中では、金融市場や証券市場に
かかる法令・制度などが先進国と比較して未整備であったり先進国とは異なったりすること、法令・制度・税制・決済ルールに変更が加えられる可能性が
先進国よりも高いと考えられること、市場取引の仲介業者等の固有の事情から、投資行動に予期せぬ制約を受けたり、様々な要因から投資成果への
悪影響や損失を被ったりする可能性があります。

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

 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。
 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者
の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

 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、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

リスクの管理体制

投資リスク

 委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門
によりモニタリング等のリスク管理を行っています。

 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。
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ファンド費用

料率等 費用の内容

運用管理費用
（信託報酬）

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（信託報酬）は、
ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産から支払われます。

投資対象とする
外国投資信託証券 年率0.80%程度 投資対象とする外国投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価です。

実質的に負担する運用管理費用

監査費用・印刷費用 監査費用、印刷費用などの諸費用は、ファンドの純資産総額に対して左記を上限とする額がファンドの計算期間を
通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産から支払われます。

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。

投資対象ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外貨建資産の
保管費用等を信託財産でご負担いただきます。
投資対象ファンドにおいては上記の他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。

（注）当該手数料等の合計額については、ファンドの購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

お客様が直接的に負担する費用
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

購入時手数料は、商品の説明、販売の事務等の
対価として販売会社が受け取るものです。

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対して0.15%の率を乗じて
得た額をご負担いただきます。

信託財産留保額は、換金時に伴う資産売却などに
対応するコストを換金時にご負担いただくものです。
これにより、換金した受益者と保有を継続される
受益者との公平性を図るものです。

スイッチング
（乗換え）手数料 ありません。 -

購入時手数料率

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。

（ご参考）

お客様が信託財産で間接的に負担する費用 ※購入時手数料について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

年率0.968%（税込）

年率1.768%（税込）程度

年率0.11%（税込）（上限）

当該年率はあくまでも実質的な運用管理費用（信託報酬）の目安であり、ファンドにおける実際の当該ファ
ンドの組入れ状況や純資産総額によっては、実質的な運用管理費用（信託報酬）は変動します。

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%

※大和証券でお申込みの場合
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％）

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
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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率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。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が別に定める単位とします。 ※詳しくは販売会社までお問い合わせください。

換金価額 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額とします。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。

スイッチング（乗換え） 「マーケットヘッジあり」および「マーケットヘッジなし」の間でスイッチング（乗換え）を行うことができます。

購入・換金
申込不可日

販売会社の営業日であっても、以下に該当する日は、購入・換金（スイッチングを含みます。）申込の受付は行いません。
①香港の金融商品取引所の休業日および銀行休業日等
②上記①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、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を行うことがあります。 ※詳しくは販売会社までお問い合わせください。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

委託会社は、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、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・換金申込受付を中止することおよびすでに受付
けた購入・換金申込受付を取り消すことができます。

信託期間 2029年8月27日まで（2019年10月15日設定）

繰上償還
●委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなる場合は、この信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
●委託会社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）することがあります。
・受益者のために有利であると認めるとき ・受益権口数が30億口を下回った場合 ・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 毎年2月27日および8月27日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年2回の決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」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、税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金受取コース」をご利用の場合 ：収益分配金は、税金を差し引いた後、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。

信託金の限度額 各ファンドとも5,000億円を上限とします。

公告 原則として電子公告の方法により行い、ホームページ【https://www.sparx.co.jp/】に掲載します。

運用報告書 ファンドの毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、原則として、販売会社を通じて受益者へ交付します。

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者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、販売会社にお問い合わせください。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※大和証券でお申込みの場合お申込みメモ

※お申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

委託会社 受託会社 販売会社

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 三井住友信託銀行株式会社 大和証券株式会社
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Memo
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＜指数に関して＞
• MSCI AC アジアインデックス（円ベース）は、MSCI Inc.が発表しているMSCI AC Asia Index（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算したものです。また、 MSCI AC アジアインデックスに関する著作権、知的財産権そ
の他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI Inc.は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

• MSCI ワールドインデックス（円ベース）は、MSCI Inc.が発表しているMSCI World Index（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算したものです。また、 MSCI ワールドインデックスに関する著作権、知的財産権その他
一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI Inc.は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

• 東証株価指数（TOPIX （配当込み） ）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。TOPIXは、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連
会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、ＪＰＸはTOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
MSCI Inc.に帰属します。

• MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権そ
の他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

• NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社およびその許諾者に帰属します。野村證券株式
会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

• FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE 
Fixed Income LLCが有しています。

• FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE 
Fixed Income LLCが有しています。

〈合成インデックスで使用した各国指数に関して〉
上海総合指数（中国）、ハンセン総合指数（香港）、S&P BSEセンセックス（インド）、ジャカルタ総合指数（インドネシア）、東証株価指数（日本）、韓国総合株価指数（韓国）、FTSEブルサマレーシアEMASインデッ
クス（マレーシア）、カラチ全株指数（パキスタン）、フィリピン総合指数（フィリピン）、シンガポール FTSE STオールシェア（シンガポール）、加権指数（台湾）、SET指数（タイ）

■本資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。お申込みにあたっては、販売会社から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。

■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆さまに帰属します。

■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。
■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
■本資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。
■本資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。
■本資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。
■本資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

【お問合せ先】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
【ホームページ】 https://www.sparx.co.jp/
【電話番号】 03-6711-9170（受付時間：営業日の9：00～17：00）
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