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出所：シュローダー。※分配金はすべて1万口当たり、税引前。基準価額は信託報酬控除後の価額です。データはすべて2018年3月5日現在。運用状況によっては、
分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証す
るものではありません。本資料に記載されているリスク、費用、ご注意等を必ずご覧ください。販売会社によってはお取り扱いファンドが異なりますので、詳しくは販売会社に
お問い合わせください。 

ファンド名 分配金 基準価額（分配落後） 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） 

 Aコース（為替ヘッジなし）愛称 グランツール 

35円 
（前期75円） 

7,119円 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） 

 Bコース（為替ヘッジあり）愛称 グランツール 

30円 
（前期35円） 

8,113円 

 平素は、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジなし）／  

Bコース（為替ヘッジあり）愛称 グランツール」（以下、当ファンド）に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し 

上げます。 

 さて、当ファンドは2018年3月5日に第57期決算を迎え、「Aコース（為替ヘッジなし）」の分配金をこれまで

の75円から35円に、「Bコース（為替ヘッジあり）」の分配金をこれまでの35円から30円に変更することに 

いたしました（分配金はいずれも1万口当たり、税引前）。 

 今回の分配金額については、現在の基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し、信託財産の着実

な成長と中長期的に安定した収益分配の継続を目指すとともに、受益者の皆さまに中長期的な資産運用の

機会をご提供するという弊社の方針に基づき、決定いたしました。詳細は、次頁以降をご参照ください。 

 引き続き、当ファンドの運用方針に沿い、受益者の皆さまの資産運用に資するべく運用を行ってまいります 

ので、今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

第57期決算（2018年3⽉5日）の分配金と基準価額（分配落後） 
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出所：シュローダー。※分配金はすべて1万口当たり、税引前。分配金込みは税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価
額です。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 

Aコース（為替ヘッジなし）の状況 A 
コース 

基準価額の推移（日次、2013年6月4日（設定日）～2018年3月5日） 
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Bコース（為替ヘッジあり）の状況 B 
コース 

基準価額の推移（日次、2013年6月4日（設定日）～2018年3月5日） 

8,113円 

10,325円 
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2014年4月） 

第11期～第46期 

（2014年5月～ 

2017年4月） 

第47期～第56期 

（2017年5月～ 

2018年2月） 

第57期 

（2018年3月） 
設定来累計 

0円 50円 35円 30円 2,180円 

出所：シュローダー。※分配金はすべて1万口当たり、税引前。分配金込みは税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価
額です。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 
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基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し、信託財産の着実な成長と 
中長期的に安定した収益分配の継続を目指すために分配金を変更いたしました。 

ファンドの設定日（2013年6月4日）以降の基準価額（分配金込み）の騰落率は、「Aコース（為替ヘッジなし）」は14.3％、

「Bコース（為替ヘッジあり）」は3.2％と安定的に推移しています（2018年3月5日現在）。 

しかし、2015年以降、ファンドの主な投資対象資産（高配当株式、ハイイールド債券など）は軟調に推移しました。その後、

2016年以降高配当株式などは堅調に推移したものの、2016年以降円高が進行したことや、分配金の支払いなどにより各 

ファンドの基準価額は、徐々に下落しました。また、世界的に長引く低金利環境下において、投資対象ファンドの利回りは、 

2016年1月末の5.0%から4.1%（2018年1月末）まで低下しています。 

このようななか、ファンドの現在の基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し、信託財産の着実な成長と中長期的に 

安定した収益分配の継続を目指すとともに、受益者の皆さまに中長期的な資産運用の機会をご提供するという弊社の方針に

基づいて、分配金の変更を決定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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なぜ、分配金を引き下げたのですか？ Q1 

投資対象ファンドの利回りの推移（月次、2013年7月末～2018年1月末） 

出所：シュローダー。※基準価額（分配金込み）は税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価額です。騰落率は実際の
投資家利回りとは異なります。投資対象ファンドの利回りは組入資産の利回りを加重平均したものであり、計算は委託会社の見解に基づき行っています。利回りは国内
籍ファンドの設定日（2013年6月4日）以降の表⽰です。債券指数は最終利回り（税引前）を使用しています。上記イラストはイメージです。販売会社によってはお
取り扱いファンドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。投資対象ファンドおよび使用している指数等については巻末をご覧ください。 

［ご参考］投資信託で分配金が支払われるイメージ 

投資信託の純資産 

分配金 

投資対象
ファンド

4.1% 

［ご参考］
世界国債

1.4% 

［ご参考］
日本国債

0.2% 

※収益分配金に関する留意事項については14ページをご覧ください。 

※為替変動の影響は主にAコース（為替ヘッジなし）の要因となります。 
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分配金を引き下げた分はどこへ行ったのですか？ Q2 

引き下げられた分配金相当額はファンドの信託財産に留保され、運用に振り向け
られます。 

引き下げられた分配金相当額はファンドの信託財産に留保されるため、分配金引き下げ前と比較すると、分配落後の基準  

価額が高くなります。分配落後の基準価額を高く保った方が運用に振り向けられる金額が大きくなり、投資効果をより高めること

が期待できます。 

分配金と分配落後の基準価額を合計でみると、分配金額の多い／少ないにかかわらず分配前の基準価額と同額になるため、

分配金が変動しても受益者の皆さまにとっての経済的な価値が変わるものではありません。 

基準価額と分配金の関係（イメージ） 

分配金75円の場合 分配金35円の場合 

分配落後基準価額 

7,925円 

分配金75円 

分配落後基準価額 

7,965円 

分配金35円 

分配金と分配落後
基準価額の合計 

8,000円 

分配金と分配落後
基準価額の合計 

8,000円 

分配金の水準にかかわらず 

分配金と分配落後の基準価額の合計は同額 
※上記はイメージです。収益分配金に関する留意事項については14ページをご覧ください。 

分配金が 

ケース2（35円） 

より多いため 

分配落後の 

基準価額が 

ケース2より低くなる 

分配金が 

ケース1（75円） 

より少ないため 

分配落後の 

基準価額が 

ケース1より高くなる 

ケース 

1 
ケース 

2 

分配前基準価額 

8,000円 
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運用成績が悪いから分配金を引き下げたのですか？ Q3 

分配金の水準によって、ファンドの運用成績を判断することはできません。 

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。 

受益者の皆さまにとっての投資成果を判断するには、トータルリターン（基準価額の変化とお受け取りになった分配金の合計）

を加味する必要があります。したがって、分配金の多い／少ないによってファンドの運用成績を判断することはできません。 

なお、トータルリターンを⽰すファンドの基準価額（分配金込み）の設定来（2013年6月4日以降）の騰落率は、「Aコース

（為替ヘッジなし）」は14.3％、「Bコース（為替ヘッジあり）」は3.2％です（2018年3月5日現在）。 

分配金は誰がどのように決めるのですか？ Q4 

ファンドの毎決算日に委託会社であるシュローダー・インベストメント・マネジメント
株式会社が収益分配方針に基づいて決定します。 

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等の全額とします。収益分配金額は、分配

対象額の範囲内で、基準価額水準・市況動向等を勘案し決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わ

ないことがあります。 

今後、分配金が変更されることはありますか？ Q5 

分配金は収益分配方針に基づいて決定され、今後見直しが必要であると判断 
される場合には、分配金が変更されることがあります。 

現時点で今後の分配金は確定していません。第57期（2018年3月5日）時点の分配対象額（分配原資）については、 

以下の通りです。 

ファンド名 翌期繰越分配対象額 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） 

 Aコース（為替ヘッジなし）愛称 グランツール 
1,414円 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） 

 Bコース（為替ヘッジあり）愛称 グランツール 
1,544円 

出所：シュローダー。※基準価額（分配金込み）は税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価額です。騰落率は実際の
投資家利回りとは異なります。翌期繰越分配対象額は1万口当たり、税込、小数点以下切捨て。データはすべて2018年3月5日現在。販売会社によってはお取り扱い
ファンドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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設定来の基準価額の変動要因を教えてください。 Q6 

［Aコース（為替ヘッジなし）］基準価額の変動要因（2013年6月4日（設定日）～2018年1月31日） 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 183円 466円 -607円 743円 555円 188円 1,528円 

為替 590円 1,531円 23円 -369円 -268円 -292円 1,215円 

信託報酬 -92円 -179円 -182円 -141円 -135円 -11円 -740円 

分配金 0円 -800円 -1,200円 -1,200円 -1,000円 -75円 -4,275円 

その他 34円 -84円 38円 -38円 -20円 -6円 -76円 

基準価額 

変動 
715円 934円 -1,928円 -1,005円 -868円 -196円 -2,348円 

［Bコース（為替ヘッジあり）］基準価額の変動要因（2013年6月4日（設定日）～2018年1月31日） 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 189円 475円 -522円 745円 572円 199円 1,658円 

ヘッジコスト -12円 -31円 -55円 -125円 -141円 -13円 -377円 

信託報酬 -92円 -172円 -160円 -144円 -144円 -12円 -724円 

分配金 0円 -400円 -600円 -600円 -480円 -35円 -2,115円 

その他 61円 14円 -24円 -7円 -37円 -28円 -21円 

基準価額 

変動 
146円 -114円 -1,361円 -131円 -230円 111円 -1,579円 

出所：シュローダー。*1 2013年6月4日（設定日）～2013年末。*2 2018年1月末。*3 2013年6月4日（設定日）～2018年1月末。※為替については、米ドル円
の変動による影響を⽰しており、その他通貨の変動については資産要因に含まれています。ヘッジコストは米ドル円のヘッジコストを⽰しています。運用状況によっては、分配
金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。販売会社によってはお取り扱いファンドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

設定来、安定的な運用実績を残しています。 

投資対象ファンドは、設定来、高配当株式や投資適格債券、ハイイールド債券や新興国債券などの世界のインカムアセットに 

積極的に投資をしつつ、市場環境の変化に合わせて資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用実績を残しています。 

2015年に関しては、金利上昇懸念や世界景気の先行き不透明感の拡大などから、インカムアセットが総じて軟調に推移した 

ため、基準価額にマイナスの影響となりました。 

「Aコース（為替ヘッジなし）」は、2015年末までは為替レートが円安に推移したことから、設定来でみると為替はプラスの要因と

なりました。 

2015年を除き 

資産は 

各年プラス 

要因 

2015年を除き 

資産は 

各年プラス 

要因 
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ファンドの運用状況と今後の市場見通しを教えてください。 Q7 

英国EU 

離脱決定 

リスク抑制に注力した運用 上昇相場への追随、金利上昇への備えに注力した運用 

仏大統領選挙
マクロン氏勝利 

NYダウ史上 

最高値更新 

中国景気 

減速懸念 

米大統領選挙
トランプ氏勝利 

投資対象ファンドの資産配分⽐率の推移（月次、2016年1月末～2018年1月末） 

出所：シュローダー。※債券はハイイールド債券、投資適格債券、米ドル建て・現地通貨建て新興国債券、先進国国債等が含まれます。その他インカムアセットはリー
ト（不動産投資信託）、MBS（不動産担保証券）、インフラ関連資産等が含まれます。キャッシュ等は先物、ヘッジポジション等を考慮して算出したものです。上記
は投資対象ファンドの運用概況および運用方針を基に作成しています。投資対象ファンドについては巻末をご覧ください。 

2016年11⽉以降、上昇相場に追随しつつ、金利上昇への備えに注力した運用
を行っています。引き続き、世界のインカムアセットに投資しつつ、市場環境の 

変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで安定的な 

運用成果を目指します。 

 運用状況 

• 2016年10⽉まで：リスク抑制に注力                                                                        

2016年1月以降、世界景気の先行き不透明感の拡大、中国の景気減速懸念、英国のEU離脱決定などを背景に、高配

当株式の⽐率を低位にしたほか、一時キャッシュ等の⽐率を約25％まで引き上げるなど、主にリスク抑制に注力した運用

を行いました。 

• 2016年11⽉以降：上昇相場への追随に注力 

2016年11月の米国大統領選挙でのトランプ氏勝利以降、米国の財政拡張策による経済成長や企業の収益改善への 

期待などを背景に、世界景気への回復期待が高まったことから、急速に株式などの上昇が期待される市場環境となりました。 

こうしたなか、上昇相場への追随に注力し、高配当株式の⽐率を引き上げました。同時に、金利の先高観が高まったことか

ら、先進国国債の⽐率を引き下げ、世界的な景気拡大や企業業績の回復の恩恵を受けやすい新興国債券やハイイー 

ルド債券などの⽐率を引き上げました。 

• ファンドは、世界のインカムアセットに投資しつつ、市場環境に合わせて資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成

果を獲得してきました。 
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 各資産の運用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の見通しと運用方針 

• 株式に対して強気の見方を維持するも注視の必要もあり 

▪ 欧米の主要国の良好な経済環境を背景に、企業収益の見通しも明るいことから、株式に対して強気の見方を維持 

しています。ただし、株式市場全体のバリュエーション（投資価値評価）は、割安感が乏しいと考えています。 

なお、想定外に株価の一時的な調整が起こる可能性もあるため、引き続き注視が必要であり、さらに選別投資も必要

であると考えています。 

▪ 高配当株式は株価バリュエーションの魅力度が強いと考えており、今後の投資機会が見込まれます。 

• 債券は地域や銘柄毎の選別投資が必要 

▪ 債券については、足元の良好な経済環境を背景に、今後の金利上昇リスクも見据えつつ、新興国債券を中心とした

組入れの方針に変更はありません。ただし、今後は、地域や銘柄毎による格差が高まると考えることから、選別投資が

必要になると考えています。 

▪ バリュエーションの割安感が弱まりつつある米ドル建て新興国債券については、今後さらに慎重な見方が必要と考えて

います。また、主要新興国の利下げ局面も終盤に差し掛かっているとみられるなか、現地通貨建て新興国債券に対し

て以前に⽐べて慎重に見ています。 

一方、良好な経済環境を背景に、魅力的な利回り水準にある新興国社債については、投資機会が高まっていると 

考えています。 

▪ ハイイールド債券については、デフォルト（債務不履行）率が低位で推移しているなか、需給環境も良好であり、 

前向きな見方を継続しています。 

• 引き続き、市場環境を注視し、質の高いインカム収益が見込まれる資産や銘柄に選別投資を行います。また、市場環境の

変化に合わせて資産配分を柔軟に変更し、適切なリスク管理を行うことで、基準価額の下落リスクを低減し、安定的な運用

成果を目指す方針です。 

※上記は投資対象ファンドの運用概況および運用方針を基に作成しています。上記の運用方針は本資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変
更となる場合があります。投資対象ファンドについては巻末をご覧ください。 

リスク抑制に注力 

（2016年10⽉まで） 

上昇相場への追随に注力 

（2016年11⽉以降） 

高配当株式 • 株式などの価格変動が大きい展開が予想
されたことから、機動的にヘッジを行いました。 

• 景況感や企業収益の改善が期待でき、さらに
景気の影響を受けやすい欧州株式や日本 
株式の⽐率を引き上げました。 

• 世界的な景気拡大の恩恵を受け、株価にも
割安感が強い新興国株式の⽐率を引き上げ
ました。 

債券 

• 利回り水準の魅力が高く、割安感がある 
投資適格債券やハイイールド債券を中心
としたポートフォリオとしました。 

• 株式などの価格変動が大きい展開が予想
されたことから、投資分散効果の観点から
先進国国債の⽐率を高位に保ちました。 

• ハイイールド債券の⽐率を高位に保ちつつ、
世界的な景気拡大の恩恵を受けやすく、割安
感が強い新興国債券の⽐率を引き上げ   
ました。 

• 一方、今後の金利上昇に対する懸念が高ま
るなか、割高感の強い先進国国債の⽐率を 
段階的に引き下げました。 
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ファンドの特色 

※第三者機関による評価は過去の一定の期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。販売会社によってはお取り扱いファン
ドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※Morningstar Award  “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信
頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングス
ター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分
析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス（安定成長）型 部門は2016年12月末に
おいて当該部門に属するファンド253本の中から選考されました。 
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インカムアセットの魅力 

 収益の源泉となる「インカム収益」 

世界の債券や高配当株式などのインカムアセットは利⼦や配当金などの「インカム収益」を生み出します。 

「インカム収益」は投資対象ファンドの主な収益の源泉となります。 

投資対象ファンドは、世界40カ国、約20資産、約25,000銘柄のインカムアセットのなかから、「インカム収益」
の持続的な成長が期待できる銘柄を選別し、約1,000銘柄に分散投資*します。高配当株式やハイイー 

ルド債券などが主な投資対象ですが、目先の利回り水準にとらわれず、質の高い銘柄を厳選します。 

 

 インカム収益の下支え効果 

市場環境によって価格は変動しますが、利子や配当金などの「インカム収益」は、保有期間とともに安定的に
積み上がることが見込めます。そのため、インカムアセットは、中長期的なインカム収益の積み上げによる運
用成果の下支えが期待できます。 

* 2018年1月末現在。出所：シュローダー、ブルームバーグ、バークレイズのデータを基にシュローダー作成。※世界社債は世界投資適格社債50％+世界ハイイールド
社債50％の合成指数です。2001年12月末の投資元本を100とした場合の収益で投資元本は含みません。値上がり益・値下がり損にインカム収益の再投資による効
果が含まれます。投資対象ファンドおよび使用している指数等については巻末をご覧ください。 

インカム収益が下支え インカム収益が下支え 

［ご参考］各資産の要因別収益の推移（月次、米ドルベース、2001年12月末～2017年12月末） 

インカム収益が 

運用成果を下支え 

Point 
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 長期投資でさらに安定 

複数のインカムアセットに分散投資した場合の過去のシミュレーションでは、長期投資することによりリスク
（価格変動）が抑えられ、収益率が安定する傾向にあります。 

* 世界投資適格社債20%、世界ハイイールド社債20％、新興国国債20％、世界高配当株式20％、先進国リート20％の合成指数の各投資期間の収益率を年率
換算したものです。出所：シュローダー、ブルームバーグ、バークレイズのデータを基にシュローダー作成。※シミュレーションは一定の条件に基づいて算出した仮想の結果
であり、実際の運用に基づく結果ではありません。現実には必ずしも上記と同様の結果が得られるとは限りません。イラストはイメージです。使用している指数等について
は巻末をご覧ください。 

インカムアセットの魅力 

［ご参考］5資産*に分散投資した場合の投資期間別収益率の推移（シミュレーション） 
（月次、年率、円ベース、2007年12月末～2017年12月末） 

長期投資するほど 

収益が安定 

Point 
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 世界の投資家が注目 

投資対象ファンドの運用資産総額は47.8億米ドル（約5,382億円*1）を超えます。 

順調に運用資産が成長した背景として、世界的な低金利環境が継続するなか、主に欧州およびアジアの
個人投資家がインカム収益を重視した運用に注目していることが考えられます。 

 

 

 

 

 シュローダー・グループのご紹介 

*1 換算レート：1米ドル＝112.65円（2017年12月末現在）。 *2 換算レート：1英ポンド＝145.95円（2017年6月末現在）。※運用資産総額の59兆円は
4,069億英ポンド。シュローダー・グループのご紹介のデータは2017年6月末現在。出所：シュローダー、トムソン・ロイター データストリームのデータを基にシュローダー作成。 

世界的に認知されるシュローダーのマルチアセット運用 

4,100人 

グローバルな人材 

700人以上の運用スペシャリストを 

含め、世界中の従業員が 

資産運用業務に従事しています。 

41拠点 

世界に広がるネットワーク 

グローバルに運用・営業拠点を構え、 

投資家の多様なニーズに 

お応えしています。 

40年 

日本に根差したサービス 

1974年、東京に事務所を開設。 

グローバルな投資機会を 

提供しています。 

140年 

日本との深い結びつき 

1870年（明治3年）、日本初の 

鉄道敷設の資金調達に 

貢献しました。 

200年以上 

伝統と革新 

1804年、ロンドンに創業。 
英国屈指の独立系資産運用 

グループです。 

59兆円*2 

欧州最大級の運用資産総額 

世界中の投資家を対象に 

様々な投資ソリューションを 

提供しています。 

*1 ） 

1 
（2017年12月末現在） 

*2 
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収益分配金に関する留意事項 
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ファンドの主な投資リスク 
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お申込みメモ 

ファンドの費用 
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本資料で使用している投資対象ファンドおよび指数等について 
投資対象ファンド：シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券。利回りや資産配分および運用資産総
額は、同投資証券のマスターファンドにおける実績です。世界国債：FTSE世界国債インデックス、世界投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総
合：社債インデックス、世界ハイイールド社債：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス、日本国債：FTSE日本国債インデックス、新
興国国債：JPモルガンEMBIプラス・インデックス、世界高配当株式：MSCIオールカントリー高配当株インデックス、先進国リート：S&P先進国REITインデックス、す
べてトータルリターン。 

●MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明⽰的・黙⽰的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかな
る有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかな
るMSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠さ
れるべきものでもありません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の
時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属しま
す。●ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・
ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグ
のライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 

お取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しています。 

お取扱いファンド 

金融商品取引業者等の名称 登録番号 
日本 

証券業 

協会 

一般 

社団法人 

日本投資 

顧問業 

協会 

一般 

社団法人 

金融先物 

取引業 

協会 

一般 

社団法人 

第二種 

金融商品 

取引業 

協会 

毎⽉決算型 

Aコース Bコース 

○ ○ エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○       

○ ○ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○ 

○ ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○   ○ ○ 

○   おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○       

○ ○ 
オーストラリア・アンド・ニュージー
ランド・バンキング・グループ・リミ
テッド（銀行） 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 ○       

○   株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○   ○   

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○       

○   広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○       

○ ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○       

○   フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 ○   ○   

○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○ 

ファンドの関係法人 

委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 【設定・運用等】 

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 【信託財産の管理等】 

販売会社 以下の販売会社一覧をご参照ください。 【募集・販売の取扱い等】 

お申込みに際してのご注意等 
本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が設定した投資信託に関する商品説明資料であり、法令に基づく開⽰
書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている商品ではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、
預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の支払
対象ではありません。お申し込みの際は、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。 

本資料に⽰されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらさ
れる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。
本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証する
ものではありません。本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を⽰すものであり、将来の動向や予
測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資料中に含まれる第三者機関提供のデータ
は、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません。第三者
提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。シュローダー/Schrodersとは、シュローダーplcおよびシュローダー・グル
ープに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 

販売会社一覧（2018年3月5日現在） 


