
投資信託は、預金や保険契約ではなく、預金保険制度、保険契約者保護制度の対象ではありません。投資信託は、
登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の対象とはなりません。投資信託は、元本の保証はありません。  
投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。                                        

ー1ー                                                                         

当資料は新光投信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。信頼できると考えられるデータなどに基づき作成しています
が、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中の今後の見通しや運用方針に関する部分などは、作成日現在の情報に基
づくものであり、今後の投資環境などの変化により変更される場合があります。                                                                        

グローバル・アロケーション・オープン 
 Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） 
 Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） 
 Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） 
 Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） 
     追加型投信／内外／資産複合 

2016年2月 販売用資料 

2015年1年間の金融市場の振り返り 

日本の投資家の皆さま、こんにちは 
 
 日本の投資家の皆さま、ブラックロックのグローバル・アロケー
ション運用戦略をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 
 
 2016年の金融市場は、大荒れの幕開けとなりました。1月の株
式市場は大幅な下落で始まり、月末には日銀のマイナス金利導入
を受けて反発しましたが、月中においては世界の主要な株価指数
が軒並み10%超下落する相場となりました。こういった激しい下
落は、リーマンショック後の2009年1月以来となります。 
 
このような状況において、直近の市場見通しおよび当戦略の投資
方針について、我々グローバル・アロケーション運用戦略チーム
の見解をお話しさせていただきます。 

 2015年は、中国など新興国を含む世界経済の成長に対する懸念、米国利上げ時期に対する不透明感、
企業不正など2015年の金融市場を揺さぶりました。 
日本株は金融緩和などを背景に大きく上昇し、米国株式は時価総額の大きな一部銘柄のパフォーマンスに
牽引され、かろうじてプラスリターンを維持した一方、世界債券は下落傾向が続き、その他の新興国株式
やハイイールド債券などの資産も下落して終わりました。 

cn17098 

■為替の推移(対米ドル)■ 
米ドル安 
各通貨高 

米ドル高 
各通貨安 

期間：2014年12月31日～2016年1月29日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータを基に新光投信作成 

※グラフは過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンドの運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。 
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2014年12月31日を100として指数化 

期間：2014年12月31日～2016年1月29日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータを基に新光投信作成 
世界株式：MSCI ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース） 
世界債券：シティ世界国債インデックス（米ドルベース） 
投資対象ファンド：分配金再投資ベース（米ドルベース） 
※1-6ページにおいて、投資対象ファンドとは、ブラックロック・グローバル・ファンズｰグローバル・アロケーション・ファンドを指します。 

■投資対象ファンドの基準価額の推移■ 
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 1月の株式市場の大幅な下落をうけて、リーマンショックと同じようなことが起こるのではないかとい
う懸念が一部で出ていますが、我々はそのようには考えてはいません。 
 まず、金融システムに関して、脆弱性を抱えていたリーマンショック時と比べ、現在はるかに金融機関
は健全な状況であることが挙げられます。また、当時は景気後退局面でしたが、現在のグローバル経済は
決して後退局面などではなく、一部に弱いところがあるものの、総じて見れば成長していることが挙げら
れます。 
 
 製造業については一部厳しい状況となっていますが、先進国経済の大半を占める消費やサービスに関し
て堅調に推移しています。中国においても、実は消費は堅調に推移している部分もあり、たとえば自動車
販売や映画興行収入などは増加しています。このように、株式市場の動きは懸念すべきでありますが、経
済実体については心配する状況にはないと見ています。 

2016年の全体的な相場環境見通しは？ 

運用チームを率いる3名の主運用担当者 
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■各国・地域の経済成長見通し■ 

出所：IMF「WEO2016.1」のデータを基に新光投信作成 

原油については？ 
 
 原油は過去2年間で100ドル程度から30ドル程度まで下がりました。 
原油価格については、需要と供給で価格が決まるとすれば、消費量が半分になっているわけでも、生産量
が倍になっているわけでもありません。すなわち、今の水準は原油価格が下がっているのに生産量が減ら
ないことへの過剰反応ともいえるかもしれません。生産調整に関しては、サウジアラビアなどの中東と経
済制裁を解除されたイラン、ロシアなどの産油国、エネルギー会社で方向性の合意がなされれば、年末に
かけては40～60ドル程度のレンジに移行する可能性があると考えます。 

 
 ブラックロックでは、中国経済は政府の経済統計以上に減速していると考えています。しかし、短期的
に経済がハードランディング（景気失速）し、金融市場がクラッシュするとは予想していません。我々の
中国経済への見通しは悲観的ではありません。 
 
 中国の政策担当者は様々な課題を既に認識しており、これらに対応する長期的かつ積極的な改革の構想
を持っていると見られます。中国では第13次5ヵ年計画が今年からスタートしました。小康社会の全面的
完成に向けて、中国のこの5年は重要な時期になります。また、短期的には金融政策・景気対策など中国
は実行する余地を持っていることを考えると、我々は中国経済に対してはソフトランディングすると考え
ています。一方、市場はそうは受け止めないこともあるので、引き続き大きな変動が生じる可能性もある
と考えています。 

中国経済は失速するのか？ 

※グラフは過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンドの運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。 
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日本株式およびグローバル株式については？ 

 我々のチームだけでなくブラックロック全体でも、日本株については引き続き強気で見ています。 
バリュエーションが安いと判断していること、次にアベノミクスの3本の矢が同じ方向を向いて実際に動
いていると考えられること、そしてコーポーレートガバナンスの進展等がROEの更なる上昇につながると
期待できるからです。 
更には、日本は他の国に見られないほど、政権や社会が安定しています。もし全く同じ企業が同じバリュ
エーションで日本と欧州で上場していたらどちらを買うか？日本だと考えています。 
 
 米国株式についいては、慎重に望むべきかと見ています。 
米国は世界の中でも相対的に堅調に景気が回復していますが、景気と株価は別物です。また、米国株式市
場全体としては概ね景気回復を「織り込み済み」であり、結果、バリュエーションが高い水準にあるよう
に見受けます。企業の営業利益率も歴史的に高い水準にあり、米ドル高がもたらす業績下方修正懸念もく
すぶることから、相対的に慎重に望むべきかと見ています。 
 
 欧州株に関しては、懐疑的な見方もありますが、欧州中央銀行（ECB）の量的金融緩和の効果によっ
て、消費者センチメント、企業センチメントは改善していますし、銀行貸出も伸びています。バリュエー
ションも米国より安いですし、少しの売り上げ増が大幅な利益増につながりやすい状況にある企業も数多
くあることから、日本に次いで欧州も魅力的だと考えています。 
 
 新興国株式ですが、こちらは債券同様、個別の国、企業を見ていくことが重要です。人口構成も、制度
も、産業構成も違う新興国を「BRICs」のようにひと括りで見るのは乱暴です。新興国全般としては資源
価格の下落など、厳しい面が多いのは事実ですが、そこで活動して成長している企業を見ていけば、個別
の投資機会を見出すことができると考えています。 

■株式の地域別比率の推移■ ■株式の業種別比率■ 
（2016年1月末時点） 

期間：2015年9月末～2016年1月末（月次）出所：ブラックロックのデータを基に新光投信作成 
※各グラフとも上段の数値は組入株式を100％として表示、() の数値は純資産総額に対する組入比率を表示 
※各グラフとも小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。 
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 私たちは、昨年（2015年）春先から、今後、市場における価格変動性
（ボラティリティ）が高まることを想定し、株式の比率を4月の63.5%か
ら12月には57.3%まで引き下げ、現金等の比率を15.8%から21.7%まで
引き上げていました。 
 昨年の8月～9月にも世界の株式市場は大きく下落しましたが、当時の
資産配分の変更は、現物株式ではなく株価指数先物やデリバティブ等を主
に活用して行いました。 
 というのも、その当時は、銘柄毎の株価の動き方にバラツキが少なく、
投資したいと思っている企業の株価が割安だと判断する水準には至ってい
なかったからです。 
 
 今般の1月の株式市場の下落局面では、この将来に備えて積み増してい
た現金等を積極的に活用し、慎重ながらも、割安になった個別企業の銘柄
を徐々に拾い集めています。 
 その結果、1月末における株式の比率は59.4%に上昇し、現金等の比率
は17.8%まで低下しています。 
 株式について魅力的な投資機会となったと考えており、テクノロジーや
一般消費財、一部のヘルスケア等の企業の株式について、保有を増やしま
した。また中長期的な視点からの原油価格の底打ちを視野に入れ、エネル
ギー関連企業の株式の購入も行っています。 
 
 なお、1月末の株式比率は59.4%と、12月末比で2.1%上昇しており、
資産配分比率があまり変更されていないように見えますが、1月月間で世
界の株式市場は6％近く下落しており、12月末の57.3%の保有のままだと
1月末の株式比率は53.9%程度まで低下するところ、当戦略では59.4%
まで大きく比率を引き上げております。 
 
 当戦略の運用担当者としては、現金等を積極的に活用し、資産配分の変
更を比較的大きく行ったものと考えています。 

主運用担当者 
ダン・シャンビー氏 

2016年1月の投資行動は？ 

■投資対象ファンドの資産配分推移■ 

期間：2015年9月末～2016年1月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基に新光投信作成 

■投資対象ファンドのポートフォリオ■ 
（2016年1月末時点） 

出所：ブラックロックのデータを基に新光投信作成 
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債券についてはどう考えるか？ 
 我々は、債券は利回り水準が低すぎることから、中長期的に見てリスクに見合ったリターンが得られな
いと考えています。債券市場では流動性が従前と比べ減少しており、需給バランスの悪化・反転により、
大きく値段が下がるリスクには十分に気をつけておくべきだと考えています。 
 
 そのため、投資機会を探るには株式市場の方が良いと考えています。とはいうものの、個別の国、個別
の企業、個別の債券の発行条件を丁寧に見ていけば、投資適格社債のみならず、ハイイールド債券や新興
国債券でも投資できるものはあります。 
 

為替市場については？ 
 為替市場については、今後は値動き（リスク）が高まる
と見ており、より丁寧な運用が必要だと考えています。 
 
 貿易収支や資本収支、金利、購買力平価など様々な要因
を勘案する必要がありますが、基本的に、米ドルに対して
強気（米ドル高の方向感）であるとの見方に変化はありま
せん。 
 しかし、どの通貨に対して米ドルが強くなっていくのか
が問題です。今までは、日本円やユーロなどに対して米ド
ルが強くなるとみてこれらの通貨に対してヘッジを行って
きましたが、これからは様々な新興国通貨について米ドル
が強くなると見ており、ポートフォリオにおける米ドルへ
のヘッジも、先進国通貨の米ドルヘッジから新興国通貨の
米ドルヘッジへとシフトしてます。 

現金保有のスタンスは？ 
 ボラティリティの高い相場になると見ていますが、ますます現金等を保有することの有効性が発揮され
ると考えています。 
 
 ひとつは、まさに1月に行ったことですが、相場急落時のバーゲンセールに備えた待機資金として使え
るということです。また金利上昇リスクが高まっている中、ポートフォリオの金利変動リスクを抑えるこ
とに使えます。 
 
 更に今割安な銘柄は、いわゆる市場との感応度の高い企業が多いですが、そうした銘柄を組み入れるこ
とによるポートフォリオのリスクを抑制することにも役立ちます。当戦略では過去10-15％程度の現金等
を平均的に保有していますが、こうした現金等の有効活用が、今後のリスクの抑制とパフォーマンスの向
上のポイントになると考えています。 

■投資対象ファンドの通貨比率の推移■ 
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（％） その他 英ポンド 日本円 ユーロ 米ドル 

期間：2015年9月末～2016年1月末（月次） 
出所：ブラックロックのデータを基に新光投信作成 

※グラフは過去の実績を示したものであり、将来の動向やファンドの運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。 

※グラフは小数第2位を四捨五入しているため、 
 合計が100％とならない場合があります。 
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最後に～2016年の投資環境および投資戦略に関する注目点 
 
現在、我々が考えている投資環境の注目点をまとめると、以下の3つとなります。 
 
■ 投資環境に関する注目点 ■ 
①世界経済は成長しているが市場の変動性は高い 
②金融政策の二極化傾向 
③政治リスクの再燃リスク 
 
現在、世界経済が正常への回帰に向かう過程で様々なサイクルのズレが生じていると考えています。  
そのため、資産運用においても、慎重な舵取りが必要と考えております。 
 また、投資戦略に関しては、以下の点に注目しています。 
 
■ 投資戦略に関する注目点 ■ 
①各国・各地域の経済動向とバリュエーションを同時に注目 
②アクティブな運用に注目 
③分散投資が重要 
 
当運用戦略では、世界中の魅力的な資産や銘柄を発掘して、46ヵ国・地域/900銘柄程度※（2015年9月
末現在）に投資し、分散効果の高いポートフォリオを構築しています。 
※先物取引・オプション取引などの派生商品取引も含みます。 
 
当運用戦略チームは、中長期的の投資機会について以下のようなポイントに注目しています。 
 
■ 投資戦略に関する注目点 ■（出所：ブラックロック資料より新光投信作成） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 我々は、今後の運用環境に対して、全く悲観していません。むしろ、米国プリンストンにいる当戦略の
運用チームは、これまで以上に活気に満ち溢れています。私たちのような、ファンダメンタルズや割安な
銘柄へ投資（バリュー投資）することを重視する投資家にとっては、今般、ようやく変化を迎えつつある
と期待しています。 
 
 今後もボラティリティが高い展開が継続すると思います。そして、銘柄間での価格変動のバラツキが大
きくなり、値動きがよりファンダメンタルズを反映するようになるものとみております。 
 業種や企業（銘柄）等、個別にしっかりと選別することが益々大事になってくるものと思われます。 
このような中で、当戦略の真骨頂である、世界中のあらゆる投資機会を個別銘柄の分析を通じて丁寧に発
掘し、限りない分散投資の可能性とともに、柔軟な投資配分比率の変更により、規律ある我々の運用手法
が真価を発揮し、今後の収益に貢献していくことを期待しています。 
 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。  

エネルギー  需給バランスの改善 

欧州の内需回復  内需の回復、営業レバレッジの高い企業 

携帯電話のインフラ（通信タワー）  携帯電話を通じたデータ量の増大が喚起する、都市部やそれ以外の通信 
 タワーの需要 

宅配便  オンラインショッピングの拡大の恩恵を受ける割安企業への投資 

自動車の機能拡張  機能向上、安全性、燃費改善、情報エンタテイメントなどを通じた高い 
 利益率の企業 

ヘルスケア  GDPよりも高い成長が見込まれる需要、コスト競争力がカギ 

上記は、ブラックロックのグローバル・アロケーション運用戦略チームの2016年1月現在での意見であり、その後の環境変化
により変わる可能性があります。ブラックロックの各ポートフォリオ・マネジャーは、本資料に掲載される情報と特定の点で一
致しない意見を持つ可能性があり、且つ/または投資の意思決定を行う可能性があります。上記は、予測、リサーチ、投資アド
バイスまたは特定銘柄の売買やいかなる投資戦略採用の推奨・提案・勧誘を意図するものではありません。 
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｢グローバル・アロケーション・オープン｣各コースは、外国投資信託証券を通じて、主として世界の株式や債券などに投資しま
す。実質的に組み入れる株式や債券などの価格変動や信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動します
ので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、各コースは元本が保証されているものではありません。 

 

フ ァ ン ド の 特 色 
 

１．投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得
を目指します。 

◆各コースは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人｢ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・
ファンド－クラスＸ｣(以下｢アロケーション・ファンド｣という場合があります｡)米ドル建投資証券(運用:ブラックロッ
ク・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー)と国内投資信託｢国内マネー・マザーファンド｣受益証券(運用:
新光投信株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 

◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、アロケーション・ファンドの組
入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 

◆アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。 
 

２．為替ヘッジの有無および決算頻度の違いに応じて、｢Ａコース(年１回決算・為替ヘッジなし)｣、｢Ｂコース(年４
回決算・為替ヘッジなし)｣、｢Ｃコース(年１回決算・限定為替ヘッジ)｣、｢Ｄコース(年４回決算・限定為替ヘッ
ジ)｣の４コースからお選びいただけます。 

◆ＡコースおよびＢコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおいて為替ヘッジを行いません。 

◆ＣコースおよびＤコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおいて米ドル売り／円買いの為替
取引を行います。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※各コースの間でスイッチングができる場合があります。販売会社によっては一部のコースのみのお取り扱いとなる場合もあります。詳
しくは販売会社でご確認ください。 

 

各コースの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります｡ 

 

３．原則として、年１回または年４回の決算時に、収益の分配を行います。 

◆ＡコースおよびＣコースの決算は、毎年９月１５日(休業日の場合は翌営業日)です。特に定められた目標分配金額を設けず
に資産の成長を狙います。 

◆ＢコースおよびＤコースの決算は年４回、毎年３月、６月、９月、１２月の各月１５日(休業日の場合は翌営業日)です。毎決
算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指します。 

※ＢコースおよびＤコースの分配金額の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 

◇運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。将来
の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

投 

 

 

資 

 

 

者 

投資 

損益 

投資 

損益 

購入代金 

分 配 金 
換金代金 
償 還 金 国内マネー･マザーファンド 

(国内籍) 

運用：新光投信株式会社 

 

アロケーション・ファンド 
(ルクセンブルグ籍) 

運用:ブラックロック･ 
インベストメント･ 
マネジメント･ 
エル･エル･シー 

世界の 
株式･債券など 

わが国の 

短期公社債など 

投資 

損益 

グローバル･アロケーション･オープン 

Ａコース 
(年１回決算･為替ヘッジなし) 

Ｂコース 
(年４回決算･為替ヘッジなし) 

Ｃコース 
(年１回決算･限定為替ヘッジ) 

Ｄコース 
(年４回決算･限定為替ヘッジ) 

米ドル売り 
／円買いの 
為替取引 
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※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。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。 

 

ファンドの主な投資リスク 
 

各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動
します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保
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。なお、投資
信託は預貯金とは異なります。 

株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には
その影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 

ＣコースおよびＤコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおい
て米ドル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファン
ドが保有する米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の
資産については米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それら
の通貨が米ドルに対して下落した場合には、それぞれのコースの基準価額が下落する可能性
があります。また、円の金利が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコス
トがかかります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低
下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。
これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 
投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新
興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コース
の基準価額が下落する可能性があります。 

カントリーリスク 

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が
下落する可能性があります。 
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高く
なる可能性があります。 

特定の投資信託証券 
に投資するリスク 

各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成果
に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、
国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があ
ります。 
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お申込みメモ 
 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 

購入単位 

（当初元本１口＝１円） 
購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 
お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取り
扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または新光投信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（各コースの基準価額は１万口当たりで表示） 
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 
換金単位 販売会社が定める単位 
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 
原則として営業日の午後３時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 
※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。 

換金制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 

スイッチング 

販売会社・委託会社の休業日および購入・換金申込不可日を除き、いつでもお申し込みできます。 
・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ   
・各コース間においてスイッチングができます。 
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 

購入･換金 
申込不可日 

以下に定める日には、購入・換金・スイッチングのお申し込みの受付を行いません。 
・ルクセンブルグの銀行の休業日  ・１２月２４日 

購入･換金申込受付 
の中止及び取消し 

金融商品取引所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・スイッチ
ングのお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金・スイッチングのお申し込みを取り消す場合があります。 

信託期間 ２０２３年９月１５日まで（２０１３年１０月２１日設定） 

繰上償還 
各コースの受益権の総口数が３０億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。また、各コースが主要投資対象とする
アロケーション・ファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、各コースを繰上償還します。 

決算日 
◆年１回決算コース：毎年９月１５日（休業日の場合は翌営業日） 
◆年４回決算コース：毎年３月、６月、９月、１２月の各月１５日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 
原則として、毎決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないこと
があります。 
※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 

課税関係 
収益分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます。 
各コースは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。 
※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 

 

ファンドの費用 
 

お客さまが直接的に負担する費用 

購入時 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、３.２４％（税抜３.０％）を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を
乗じて得た額となります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせください。 

換金時 信託財産留保額 ありません。 

スイッチング時 
スイッチング 
手数料 

購入時手数料の上限率の範囲内で、販売会社がそれぞれ独自に定めるスイッチング手数料率をスイッチング価額に乗じて得た
額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
※スイッチングの際には、別途換金時と同様の税金がかかります。 

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

保有期間中 

運用管理費用 
(信託報酬) 

日々のファンドの純資産総額に年率２.０３０４％（税抜１.８８％）を乗じて得た額とします。 
・アロケーション・ファンド：直接の投資運用会社報酬などはありません。（ただし、各コースの委託会社である新光投信株式会社
が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そし
て、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーション・ファンド
の上記報酬制度は変更される場合があります。 

・国内マネー・マザーファンド：ありません。 

その他の費用･ 
手数料 

監査法人に支払う各コースの監査報酬、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などを、その都
度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。また、アロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の売買手数料、
計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報
酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。 
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるた
め、当該費用および合計額などを表示することができません。 

◎手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 
◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 
◎購入のお申し込みの際は、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面の内容をよくお読みいただき、ご自身でご判断くださ
い。 

 

委託会社、その他の関係法人 
 

■委 託 会 社： 新光投信株式会社   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第３３９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 
ファンドの運用の指図などを行います。 

■受 託 会 社： 株式会社りそな銀行   ファンドの財産の保管および管理などを行います。 
■販 売 会 社： 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・換

金代金・償還金の支払いなどを行います。 
■投資顧問会社： ブラックロック・ジャパン株式会社   アロケーション・ファンドの投資に係る指図権限の委託を受け、運用指図を行います。 

 

新光投信株式会社  ヘルプデスク  フリーダイヤル ０１２０ - １０４ - ６９４（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。） 
インターネット  ホームページ  http://www.shinkotoushin.co.jp/ 
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当資料における注意点は、１ページをご覧ください。                                                                        
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グローバル・アロケーション・オープン 
Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） 
Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） 
追加型投信／内外／資産複合 

2016年2月 販売用資料 

 

販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

アーク証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会 

あかつき証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第６７号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

池田泉州ＴＴ証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第３７０号 

日本証券業協会 

岩井コスモ証券株式会社 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第１５号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第４０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 

木村証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会 

静銀ティーエム証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第１０号 

日本証券業協会 
 

上光証券株式会社 
(Ｂコース・Ｄコースのみ取り扱いを行います) 

金融商品取引業者 
北海道財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会 

第四証券株式会社 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１２８号 

日本証券業協会 

大山日ノ丸証券株式会社 
金融商品取引業者 
中国財務局長(金商)第５号 

日本証券業協会 

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 

日本証券業協会 

ちばぎん証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１１４号 

日本証券業協会 

中銀証券株式会社 
(Ｂコース・Ｄコースのみ取り扱いを行います) 

金融商品取引業者 
中国財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会 

東洋証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１２１号 

日本証券業協会 

西日本シティＴＴ証券株式会社 
金融商品取引業者 
福岡財務支局長(金商)第７５号 

日本証券業協会 

浜銀ＴＴ証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１９７７号 

日本証券業協会 

ひろぎんウツミ屋証券株式会社 
金融商品取引業者 
中国財務局長(金商)第２０号 

日本証券業協会 
 

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 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

三木証券株式会社 
(Ｂコース・Ｄコースのみ取り扱いを行います) 

金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１７２号 

日本証券業協会 

三豊証券株式会社 
金融商品取引業者 
四国財務局長(金商)第７号 

日本証券業協会 

株式会社あおぞら銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社青森銀行 
(Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会 
 

株式会社大垣共立銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社紀陽銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 
 

株式会社近畿大阪銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７号 

日本証券業協会 
 

株式会社京葉銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５６号 

日本証券業協会 

株式会社高知銀行 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

株式会社埼玉りそな銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５９３号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社佐賀銀行 
(Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第１号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社滋賀銀行 
(Ｂコース・Ｄコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１１号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社十八銀行 
(Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第２号 

日本証券業協会 

株式会社新生銀行 
(Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１０号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

 （順不同） 
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グローバル・アロケーション・オープン 
Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） 
Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） 
追加型投信／国内／株式 

2016年2月 販売用資料 

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 
購入のお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、
詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など（目論見書補完書面を
含む）の内容をよくお読みください。 
 

設定・運用 商号等：新光投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第339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                                                                         

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせください。 
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販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

株式会社大正銀行 
(Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１９号 

日本証券業協会 

株式会社但馬銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１４号 

日本証券業協会 

株式会社千葉興業銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４０号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社筑波銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４４号 

日本証券業協会 

株式会社東和銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第６０号 

日本証券業協会 
 

株式会社トマト銀行 
(Ｂコース・Ｄコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
中国財務局長(登金)第１１号 

日本証券業協会 

株式会社富山銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会 
 

株式会社東日本銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会 

株式会社福島銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１８号 

日本証券業協会 

株式会社北都銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１０号 

日本証券業協会 

株式会社山梨中央銀行 
(Ａコース・Ｂコースのみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４１号 

日本証券業協会 

株式会社りそな銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 （順不同） 
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