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⾼成⻑インド・中型株式ファンド

⾜元の運⽤状況および今後の市場⾒通しについて

平素は「⾼成⻑インド・中型株式ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
世界の⾦融市場は年初から世界経済の⾒通しの不透明感や原油価格安等の影響を受け、変動の⼤きい展開が続いて

います。また為替市場では、⾜元でリスク回避の動きが強まり、主要通貨に対して円⾼が進⾏しています。
こうした影響を受けて、当ファンドの基準価額も変動の⼤きい展開となっています。
当レポートでは、⾜元の運⽤状況や⾒通しなどについてご報告します。

High Growth 
India Midcap 
Equity Fund

（注1）データは2011年8⽉31⽇（設定⽇）〜2016年2⽉12⽇。
（注2）分配⾦は1万⼝当たり（税引前）の⾦額。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。
（注3）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4）設定来騰落率は、税引前分配⾦再投資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。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配をお約束するものではありません。分配⾦額は委託会社が収益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。

（2016年2⽉12⽇現在）

17,858円

7,951円

＜分配実績（1万⼝当たり、税引き前）＞

運⽤状況について

＜設定来の基準価額と純資産総額の推移＞

第1期〜第5期 第6期 第7期 第8期〜第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期〜第16期 第17期

ー 2013年2⽉ 2013年5⽉ ー 2014年5⽉ 2014年8⽉ 2014年11⽉ 2015年2⽉ ー 2015年11⽉

分配金 0円 1,400円 1,000円 0円 1,500円 1,400円 2,800円 800円 0円 100円 9,000円

決算 設定来合計

設定来騰落率
（税引前分配⾦

再投資ベース）
78.6％

（年率換算：約14％）
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世界的な株価下落の中、相対的に下落が抑制されているインド株式

・政府は、メイク・イン・インディア（製造業の育成と強化）、インフラ拡充、景気浮揚を掲げており、インド経済の成⻑⼒に
加えて、政府が積極的に進める規制緩和や外資誘致が経済成⻑を後押ししています。こうした中、製造業の発展に⽋か
せないインフラ投資拡⼤が重要課題となっています。

政府は製造業を軸とした経済成⻑を重視。インフラ投資の拡⼤で経済発展の加速が⾒込まれるインド

＜インドの株価指数の推移＞

世界の株式市場は⽶国の利上げの影響や中国経済の減速懸念で昨年から下落傾向となっています。ただし、こうした世界的
な株式市場の下落にもかかわらず、年明け以降のインド株式市場の下落は、中国や⽇本の⼤幅な下落に⽐べて限定的です。

（注1）データは2012年12⽉末〜2016年2⽉12⽇まで。
（注2）インド中型株式はニフティ中型株100、インド⼤型株式はニフティ50の現地

通貨ベースを使⽤。
（注3）2012年12⽉末を100として指数化。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜主要国株価指数の年末からの騰落率＞

＜インドのインフラ投資計画の推移＞

作成基準：2016年2⽉

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や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。

（注）データは2007年度〜2016年度。
（出所）インド政府計画委員会のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

第12次5ヵ年計画第11次5ヵ年計画

（注1）データは2015年12⽉末と2016年2⽉12⽇の⽐較。ただし、中国株式は春節
（旧正⽉）で取引所休場のため、2015年12⽉末と2016年2⽉5⽇の⽐較。

（注2）インド中型株式はニフティ中型株100、インド⼤型株式はニフティ50、欧州株式は
ユーロ・ストックス50指数、⽶国株式はS＆P500指数、中国株式は上海総合指
数、⽇本株式は⽇経平均株価指数の各現地通貨ベースを使⽤。

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
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インド中型株式

インド⼤型株式

※上記は参考情報として記載した指数等の過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や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。

-8.8
-12.1

-14.3-15.6

-21.4 -21.9-25

-20

-15

-10

-5

0

⽶
国
株
式

イ
ン
ド
⼤
型
株
式

イ
ン
ド
中
型
株
式

欧
州
株
式

⽇
本
株
式

中
国
株
式



作成基準：2016年1⽉

0
20
40
60
80

100
120
140

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ

リ
ピ
ン

韓
国

タ
イ

マ
レ

シ
ア

ベ
ト
ナ
ム

シ
ン
ガ
ポ

ル

（％）

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や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。

インドは世界有数の資源輸⼊国であり、特に原油の輸⼊はGDPに占める割合が⼤きい状況にあります。このため、資源や
原油価格などのエネルギー価格の下落は、インドの国際収⽀と財政⾚字の抑制にプラスに働くと考えられます。また原油価
格の下落は、インフレ率の低下をもたらすなどインド経済に⼤きな⽀援材料となります。

資源輸⼊国であるインドは原油価格の下落により⼤きく恩恵を受ける国の⼀つ

外需依存度が低いインドは、原油安や個⼈消費堅調で今後も⾼い経済成⻑を維持する⾒込み
・インドは、GDPに対する輸出の割合や、輸出先の中国・⾹港の⽐率が他のアジアの国と⽐べて⼩さく、中国をはじめとする世
界景気減速の影響は、⽐較的軽微と考えられます。また、今年1⽉の乗⽤⾞の新⾞販売が前年同⽉⽐で0.6％の増加を
みせるなどインドの個⼈消費は堅調です。

・今年1⽉、IMF（国際通貨基⾦）は世界経済⾒通し（改定）を公表し、中国経済の減速、原油や資源価格の下落など
から新興国を中⼼に経済の下押し圧⼒が強まったことを理由に、世界経済の成⻑をより緩やかなペースに修正しました。
新興国は、ブラジル、ロシアなどの今年の成⻑率が資源価格の下落などから⼤きく下⽅修正されましたが、インドの⾒通しは、
7.5％と据え置かれています。

（注1）データは2014年12⽉31⽇~2016年2⽉12⽇。
（注2）WTIはニューヨーク・マーカンタイル取引所で取引される原油の先物価格。
(出所)Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

原油・
⽯油製品
35.7%

⾦
8.4%

電⼦機器
6.8%

真珠・貴⽯類
5.5%

⼀般機械
5.3%

その他
38.3%

＜インドの主な輸⼊品⽬（上位5品⽬）＞

（注1）インドの主な輸⼊品⽬のデータは2013年。
（注2）四捨五⼊の関係上、合計が100％にならない場合があります。
（出所）JETROのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

作成基準：2016年2⽉

＜原油価格（WTI)の推移＞

（注1）上記ASEANはタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムの5ヵ国。
（注2）インドは年度。（当年4⽉〜翌年3⽉）
（注3）修正幅は2015年10⽉の⾒通しからの変化幅。
（出所）IMFのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜IMFの世界経済⾒通し（2016年1⽉）＞
＜アジア主要国のGDP対⽐の輸出⽐率＞

（注）データは2014年。
（出所）CEICのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

インドはGDPに対する
輸出の割合が16％
程度と相対的に外需

依存度が低い
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成⻑率 修正幅 成⻑率 修正幅
世界全体 3.4 -0.2 3.6 -0.2

先進国・地域 2.1 -0.1 2.1 -0.1
⽇本 1.0 0.0 0.3 -0.1
⽶国 2.6 -0.2 2.6 -0.2
ユーロ圏 1.7 0.1 1.7 0.0
ドイツ 1.7 0.1 1.7 0.2
新興国・地域 4.3 -0.2 4.7 -0.2
中国 6.3 0.0 6.0 0.0
ASEAN 4.8 -0.1 5.1 -0.2
インド 7.5 0.0 7.5 0.0
ブラジル -3.5 -2.5 0.0 -2.3
ロシア -1.0 -0.4 1.0 0.0

2016年 2017年
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【中国・⾹港への輸出先の割合（％）】
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※上記の⾒通しは当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではありません。 今後、予告なく変更する場合があります。

＜景気に⼤きな影響を与えるインドのモンスーン（⾬季）＞
インドでは、依然として国⺠の⼤半が農村に居住するなど農業従事者の割合が⾼く、その年が豊作になるかどうかはその年の
モンスーンに依存していることから、6⽉〜9⽉のモンスーンの影響が景気に与える影響は⼤きなものとなっています。

作成基準：2016年2⽉

2016年の株式市場は、世界の経済成⻑への不安が再燃し乱⾼下する幕開けとなり、ほとんどの地域で株式市場は下落し、
商品市場は昨年に引き続き下落傾向となりました。
為替市場も乱⾼下し、特に資源国通貨が⼤きく下落しました。世界的に⾒ますと先進国は緩やかな経済成⻑が⾒込まれる
⼀⽅で、新興国は経済成⻑トレンドが減速しています。
また、中国の経済成⻑と資源価格の動向に影響を受ける新興国に対する不安が再燃しています。中国経済は投資に依存せ
ず消費に牽引される経済構造への変⾰中ですが、計画通りには進んでいない模様です。投資の減少は資源価格を低下させる
⼀⽅で、消費拡⼤には時間が掛かります。
原油価格の急落は、中近東諸国経済とその成⻑予想を不透明にしています。資源国の成⻑を阻害する環境と貿易収⽀の
悪化は、それらの国の通貨安に繋がります。
このような環境の中、インド経済の⾒通しに変更はなく、インドの経済成⻑は⾼⽔準の政府⽀出と政策の後押しにより、緩やか
に回復すると予想します。
2015年のインド株式市場は、世界的な悪材料の影響を受け、軟調に推移しましたが、モディ⾸相が率いる政府与党は重要
な構造改⾰を着実に推し進めると予想しており、その経済効果は時間を置いて現れると考えます。
2016年度のインドのGDP成⻑率は7％超えと予想され、インド企業にとっては原油価格の下落に伴う原材料価格低下等によ
るマージンの改善だけでは無く売上増加が期待されると考えます。
2015年にインド中央銀⾏（RBI）は、景気の下⽀えと投資の活性化の為に1.25%の利下げを実施しました。 銀⾏は政策
⾦利の貸出⾦利への反映を加速しており、インド企業の資⾦調達コストは減少すると考えます。 この結果、資本利益率と資
⾦調達コストの差異拡⼤は、将来、インド株式評価の上⽅修正の促進要因の⼀つになると⾒込まれます。
なお、インドの通貨ルピーの⾒通しは、マクロ環境が改善する事を背景に他の多くの新興国通貨に⽐べて安定すると考えます。

今後の⾒通しなど

2⽉29⽇
－インド予算案提出予定⽇

予算案は政府が来年度の財政⾒通しと主要なインフラ投資⽀出計画を提⽰する重要
な政策を⽰すものです。

4⽉1⽇
－給与改定の実施予定⽇

第7回給与委員会において、10年に⼀度の公務員の給与改定と年⾦給付⽔準の⾒
直しが⾏われます。同委員会の勧告は約23％の上昇であり、それが消費の増加につな
がると⾒込まれます。

4⽉〜5⽉
－モンスーン予報

過去2年間に亘り、モンスーン（⾬季）⾬量が例年を下回る⽔準に留まったことから、
地⽅経済は打撃を受けました。今年最初の降⾬量予報は4⽉〜5⽉に出されます。も
し、今年のモンスーンが平常通りであれば、地⽅経済の活況が⾒込まれます。

短期的な注⽬イベント

＜公務員の給与改定＞
耐久消費財や住宅など、家計の⽀出増への期待が強まることから、公務員の給与引き上げなどが消費⾯には追い⾵となり、
景気の下⽀えになると⾒込まれます。

【予定】
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※上記の注⽬イベントと今後の⾒通しなどについては、当ファンドが主要な投資対象とする、コタック・ファンズ－インディア・ミッドキャップ（クラスＸ）の運⽤を実質的に担当するコタッ
ク・マヒンドラ（ＵＫ）からのコメントを基に三井住友アセットマネジメント作成したものです。
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【ファンドの⽬的・特⾊】
＜ファンドの⽬的＞
投資信託への投資を通じて、主としてインドの中型株式等に投資し、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指して運⽤を⾏います。
＜ファンドの特⾊＞
１ インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。

●ファンド・オブ・ファンズ⽅式により運⽤を⾏います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資を⾏います。
●原則として、対円での為替ヘッジは⾏いません。
＊株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資で代替する場合があります。

２ インドの代表的な総合⾦融グループの⼀つである「コタック・マヒンドラ」グループが実質的な運⽤を⾏います。
●主要投資対象とする外国投資信託は、インドの中型株式等に精通したコタック・マヒンドラ（UK）が運⽤を⾏います。
＊中型株式とはニフティ中型株100採⽤銘柄または当該指数採⽤銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄とします。ただし、⼤型株式や⼩型株

式にも投資を⾏うことがあります。
３ 原則として、3ヵ⽉毎の決算時に、収益分配⽅針に基づき分配を⾏います。

●年4回（2⽉、5⽉、8⽉、11⽉の27⽇、休業⽇の場合は翌営業⽇）の決算時に分配を⾏うことを⽬指します。
●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が、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。

※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。

【投資リスク】
＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、投資信託を組み⼊れることにより運⽤を⾏います。ファンドが組み⼊れる投資信託は、主として海外の株式を投資対象としており、その価格は、
保有する株式の値動き、当該発⾏者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み⼊れる投資信託の価格の
変動により、ファンドの基準価額も上下します。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。
運⽤の結果としてファンドに⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているもので
はなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢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、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒
産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式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。
為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。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（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変
動（円⾼）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
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、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。
カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって
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。
市場流動性リスク
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、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は、必要な取引ができなかったり、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。
＜その他の留意点＞
〔収益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、いわゆる中型株に着⽬して投資するファンドであり、株式市場全体の値動きと⽐較して、相対的に値動きが⼤きくなることがあります。また、中

型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きと異なることがあります。
●ファンドは、モーリシャス籍の外国投資信託を通じて、インドの株式に投資を⾏っています。モーリシャスからインドに対して投資を⾏った場合、両国間の条

約により、インドにおける株式等の譲渡から得るキャピタル・ゲインについては、現状、課税が免除されています。将来的にキャピタル・ゲイン税が課されるこ
ととなった場合には、ファンドがこれを実質的に負担し基準価額に影響がでる場合があります。また、インドの株式には、外国⼈機関投資家の保有⽐率
の制限があります。したがって、外国⼈機関投資家の保有⽐率の状況によっては投資が制約される場合があります。

●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受
け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

※上記のキャピタル・ゲインに関する記載は、2015年9⽉末現在のものであり、今後変更される場合があります。

作成基準：2016年2⽉
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● ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤
購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.78％（税抜き3.5％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額 換⾦時に、1⼝につき、換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％の率を乗じた額が差し引かれます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
運⽤管理費⽤ ファンドの純資産総額に年1.1394％（税抜き1.055％）の率を乗じた額が毎⽇計上され、各計算期末または信託終了のときに、
（信託報酬） 信託財産中から⽀払われます。

＜信託報酬の配分（税抜き）＞

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、年2.0294％（税抜き1.945％）程度となります。

その他の費⽤・⼿数料 上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税
等相当額を含みます。）が信託財産から⽀払われます。これらの費⽤に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定
し、運⽤状況により変化するため、あらかじめ、その⾦額等を具体的に記載することはできません。

※ ファンドの費⽤（⼿数料等）の合計額、その上限額、計算⽅法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する
ことはできません。

● 税⾦ 税⾦は表に記載の時期に適⽤されます。
以下の表は、個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。

※ 法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。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。
● 委託会社・その他の関係法⼈
委託会社 ファンドの運⽤の指図を⾏います。

三井住友アセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399号　　
加⼊協会　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
ホームページ　：　http://www.smam-jp.com
電話番号　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業⽇の午前9時〜午後5時

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を⾏います。
三菱UFJ信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

換⾦（解約）時及び
償還時 所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

年0.325％ 年0.7％ 年0.03％

時　　　期 項　　　⽬ 税　　　⾦
分配時 所得税及び地⽅税 配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％

委託会社 販売会社 受託会社
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● お申込みメモ 　　
購⼊単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。
購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配⾦の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
購⼊代⾦ 販売会社の指定の期⽇までに、指定の⽅法でお⽀払いください。
換⾦単位 販売会社または委託会社に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（0.3％）を差し引いた価額となります。
換⾦代⾦ 原則として換⾦申込受付⽇から起算して7営業⽇⽬以降にお⽀払いします。
申込締切時間 原則として、午後3時までに購⼊、換⾦の申込みが⾏われ、販売会社所定の事務⼿続きが完了したものを当⽇の申込受付分と

します。
購⼊の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。
換⾦制限 ─
購⼊・換⾦申込受付 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、換⾦の申込みの受付けを中⽌
の中⽌及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購⼊、換⾦の申込みを取り消させていただく場合があります。
信託期間 2011年8⽉31⽇から2021年8⽉27⽇まで
繰上償還 委託会社は、主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。

委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存⼝数が10億⼝を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
発⽣したときは、あらかじめ受益者に書⾯により通知する等の所定の⼿続きを経て、繰上償還させることがあります。

決算⽇ 毎年2⽉、5⽉、8⽉、11⽉の27⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配 年4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。）

分配⾦受取りコース：税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。

信託⾦の限度額 1,500億円
公告 ⽇本経済新聞に掲載します。
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）」の適⽤対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドを
NISAの適⽤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。
益⾦不算⼊制度、配当控除の適⽤はありません。
※上記は、作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。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。

お申込不可⽇ インドの取引所、インド（ムンバイ）の銀⾏、ルクセンブルグの銀⾏の休業⽇のいずれかに当たる場合ならびに毎年12⽉24⽇には、
購⼊、換⾦の申込みを受け付けません。
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●販売会社

販売会社名 登録番号 ⽇本証券
業協会

⼀般社団法
⼈第⼆種⾦
融商品取引

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

備考

エイチ・エス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第35号 ○ ○
ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○
株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
岡三証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第53号 ○ ○ ○
カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○
ごうぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第43号 ○
スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○
髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
東洋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○
内藤証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第24号 ○
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第20号 ○ ※1
フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○
ふくおか証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号 ○
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○
明和證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第185号 ○
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○

備考欄について
※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。

株式会社愛媛銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第6号 ○
株式会社千葉興業銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第40号 ○ ○
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