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次⾴のファンドの6⽉14⽇の基準価額は、6⽉13⽇から14⽇の相場変動の影響を受けます。

6⽉13⽇の⽶国株式市場は、インフレ⾼進の懸念から⽶連邦準備制度理事会（FRB）が利上げペースを早めるとの観
測が強まり、景気の先⾏きへの不安が広がり下落しました。⽶⻑期⾦利や⽶国ハイイールド債券の利回りは上昇（価格は
下落）し、⼀部の新興国通貨も対円で下落しました。

主な指数等の終値と騰落率（前営業⽇⽐）は以下の通りです。

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

2022年6⽉14⽇

弊社ファンドの基準価額下落について

1. 基準価額の変動要因等について

（6⽉14⽇の基準価額の変動要因についてのお知らせ）

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年6⽉14⽇、次⾴のファンドの基準価額が前営業⽇⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

これらの影響から次⾴のファンドの基準価額は下落しました。
（出所）Bloomberg、FactSet

海外株式・海外リート
指数

S&P 500種指数 3,749.63  ポイント 3,900.86  ポイント 4,017.82  ポイント
（騰落率） ▲3.88  ％ ▲2.91  ％ ▲2.38  ％

ナスダック 総合指数 10,809.23  ポイント 11,340.02  ポイント 11,754.23  ポイント
（騰落率） ▲4.68  ％ ▲3.52  ％ ▲2.75  ％

MSCI AC ワールド指数 718.41  ポイント 743.29  ポイント 761.85  ポイント
（騰落率） ▲3.35  ％ ▲2.44  ％ ▲1.85  ％

S&P先進国リート指数 259.14  ポイント 270.11  ポイント 274.78  ポイント
（騰落率） ▲4.06  ％ ▲1.70  ％ ▲1.94  ％

国内株式
指数

TOPIX (東証株価指数) 1,901.06  ポイント 1,943.09  ポイント 1,969.05  ポイント
（騰落率） ▲2.16  ％ ▲1.32  ％ ▲0.05  ％

⽶国国債
指数

⽶国10年国債利回り 3.36  ％ 3.16  ％ 3.04  ％
（変化幅） 0.20  ％ 0.11  ％ 0.02  ％

為替
指数

⽶ドル/円 134.13 円 135.00 円 134.22 円
（騰落率） ▲0.64  ％ 0.58  ％ ▲0.18  ％

6⽉13⽇終値 6⽉10⽇終値 6⽉9⽇終値

6⽉14⽇終値 6⽉10⽇終値6⽉13⽇終値

6⽉13⽇終値 6⽉10⽇終値 6⽉9⽇終値

6⽉13⽇終値 6⽉10⽇終値 6⽉9⽇終値
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２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド

※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額を
もとに算出しています。

以上

基準価額（円） 前営業⽇⽐（円）
（2022年6⽉14⽇） （2022年6⽉13⽇⽐）

⽶国分散投資戦略ファンド（５倍コース） 6,278 ▲882 ▲12.32%
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 19,588 ▲1,747 ▲8.19%
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり） 12,048 ▲994 ▲7.62%
グローバルＡＩファンド 26,707 ▲2,138 ▲7.41%
グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型） 8,540 ▲646 ▲7.03%
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 17,916 ▲1,339 ▲6.95%
⽶国分散投資戦略ファンド（３倍コース） 7,644 ▲567 ▲6.91%
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配⾦提⽰型） 7,391 ▲529 ▲6.68%
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成⻑型） 7,574 ▲542 ▲6.68%
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型） 7,148 ▲507 ▲6.62%
イノベーション・インデックス・ＡＩ 16,870 ▲1,152 ▲6.39%
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎⽉分配型） 6,780 ▲459 ▲6.34%
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 11,272 ▲740 ▲6.16%
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 9,464 ▲617 ▲6.12%
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成⻑型） 8,693 ▲543 ▲5.88%
グローバルＧＸ関連株式ファンド 8,796 ▲547 ▲5.85%
グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配⾦提⽰型） 6,730 ▲418 ▲5.85%
⽶国イノベーション・ファンド（年４回決算型） 11,076 ▲684 ▲5.82%
⽶国イノベーション・ファンド（年１回決算型） 16,093 ▲992 ▲5.81%
⽇本株厳選ファンド・メキシコペソコース 8,345 ▲494 ▲5.59%
⼤和住銀ＤＣ外国株式ファンド 60,615 ▲3,515 ▲5.48%
⼤和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 29,978 ▲1,734 ▲5.47%
インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専⽤） 16,085 ▲929 ▲5.46%
グローバル・ベスト・ファンド 15,243 ▲873 ▲5.42%
⽶国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型） 16,588 ▲939 ▲5.36%
⽶国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎⽉決算型） 7,567 ▲427 ▲5.34%
グローバル⾃動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 13,290 ▲747 ▲5.32%
グローバル⾃動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 16,480 ▲924 ▲5.31%
三井住友・⽶国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 2,379 ▲133 ▲5.29%
⽇本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,233 ▲180 ▲5.27%
ＳＭＡＭベトナム株式ファンド 15,185 ▲838 ▲5.23%
ベトナム株式ファンド 28,631 ▲1,579 ▲5.23%
グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし） 15,229 ▲824 ▲5.13%
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年⾦ファンド 14,439 ▲765 ▲5.03%
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 14,952 ▲792 ▲5.03%
⽇興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 10,348 ▲548 ▲5.03%
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 10,377 ▲549 ▲5.02%

ファンド名 変動率

※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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【投資信託商品についてのご注意（リスク、費⽤）】
●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み⼊れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響によ
り上下します。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。
運⽤の結果として投資信託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、投資信託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。

●投資信託に係る費⽤について
ご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費⽤・・・購⼊時⼿数料 上限3.85％（税込）

・・・換⾦（解約）⼿数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）
◆その他費⽤・・・監査費⽤、有価証券の売買時の⼿数料、デリバティブ取引等に要する費⽤（それらにかかる消費税等相当額を含

みます。）、および外国における資産の保管等に要する費⽤等が信託財産から⽀払われます。また、投資信託によ
っては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から⽀払われます。投資信託証券を組み⼊れる場合
には、お客さまが間接的に⽀払う費⽤として、当該投資信託の資産から⽀払われる運⽤報酬、投資資産の取引費
⽤等が発⽣します。これらの費⽤等に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤の状況により
変化するため、あらかじめその上限額、計算⽅法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費⽤等の合計額、その上限額および計算⽅法等は、お客さま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。

【ご注意】
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運⽤するすべての投資信託における、それぞれの費⽤の最⾼の料率を記載しております。投資信託に係るリスク
や費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒
書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。
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。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2022年3⽉31⽇現在〕

作成基準⽇︓2022年6⽉14⽇

【重要な注意事項】

【委託会社】
三井住友DS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
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