
お客さま各位

2022年6月1日

東洋証券株式会社

以　上

平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、弊社ではすでに投資信託につきまして27銘柄55シートの「重要情報シー

ト」を活用しておりますが、この度、17銘柄27シートを追加し、44銘柄82シート

といたしました。

対象ファンドは次ページの通りです。今後も順次、作成対象の範囲を拡大してま

いります。

引き続き、弊社をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

投資信託の「重要情報シート」作成対象銘柄追加のご案内
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2022/6/1現在

銘柄数 コース数 委託会社名 ファンド名 重要情報シート掲載先URL

1 UBSアセット・マネジメント UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_5031120A.html

2 UBSアセット・マネジメント UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_5031220A.html

3 アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Aコース（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_39311065.html

4 アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_39312065.html

5 アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_39311149.html

6 アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_39312149.html

3 7 岡三アセットマネジメント ESG海洋関連株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_09311224.html

8 岡三アセットマネジメント PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_0931120A.html

9 岡三アセットマネジメント PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（年２回決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_0931220A.html

5 10 キャピタルアセットマネジメント ベトナム成長株インカムファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_9A311148.html

11 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント netWIN GSテクノロジー株式ファンド　Aコース（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_3531199B.html

12 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント netWIN GSテクノロジー株式ファンド　Bコース（為替ヘッジなし) https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_3531299B.html

13 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ　Aコース（限定為替ヘッジ） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_35311202.html

14 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ　Bコース（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_35312202.html

15 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ　Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_35311212.html

16 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ　Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_35312212.html

8 17 大和アセットマネジメント ダイワ J－REITオープン（毎月分配型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_04311045.html

9 18 大和アセットマネジメント グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_04311221.html

19 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・グローバル･インカム株式ファンド（毎月分配型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42311052.html

20 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・グローバル･インカム株式ファンド（１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4231108A.html

21 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4231104A.html

22 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（1年決算型）為替ヘッジなしコース https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42311171.html

23 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（1年決算型）円コース https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42311004.html

12 24 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4231113C.html

25 フィデリティ投信 フィデリティ・世界割安成長株投信　Aコース（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_32311203.html

26 フィデリティ投信 フィデリティ・世界割安成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_32312203.html

27 フィデリティ投信 フィデリティ・世界割安成長株投信　Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_3231121B.html

28 フィデリティ投信 フィデリティ・世界割安成長株投信　Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_3231221B.html

14 29 三井住友DSアセットマネジメント トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_7931603B.html

30 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03314177.html

31 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03315177.html

32 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03318211.html

33 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03319211.html

34 三菱UFJ国際投信 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03312196.html

35 三菱UFJ国際投信 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03312214.html

36 三菱UFJ国際投信 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03311191.html

37 三菱UFJ国際投信 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_03317211.html

38 三井住友DSアセットマネジメント グローバルAIファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79311169.html

39 三井住友DSアセットマネジメント グローバルAIファンド（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79311172.html

40 三井住友DSアセットマネジメント グローバルAIファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_7931419A.html

41 三井住友DSアセットマネジメント 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） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_7931519A.html

42 三井住友DSアセットマネジメント グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79312174.html

43 三井住友DSアセットマネジメント グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79311174.html

44 三井住友DSアセットマネジメント グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79317209.html

45 三井住友DSアセットマネジメント グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79318209.html

21 46 三井住友DSアセットマネジメント グローバル創薬関連株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_7931121B.html

47 三井住友トラスト・アセットマネジメント 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_64314215.html

48 三井住友トラスト・アセットマネジメント 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_64315215.html

23 49 三井住友トラスト・アセットマネジメント 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_64311202.html

24 50 三井住友トラスト・アセットマネジメント 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_64312193.html

51 朝日ライフ アセットマネジメント WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_6831121A.html

52 朝日ライフ アセットマネジメント WCM 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_6831221A.html

26 53 日興アセットマネジメント チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02311219.html

54 日興アセットマネジメント グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02312191.html

55 日興アセットマネジメント グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02311209.html
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【重要情報シート作成対象銘柄その1】
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2022/6/1現在

銘柄数 コース数 委託会社名 ファンド名 重要情報シート掲載先URL

1 1 HSBCアセットマネジメント HSBC 中国クオリティ株式オープン https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_51311094.html

2 2 JPモルガン・アセット・マネジメント JPMジャパンマイスター https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_17311137.html

3 3 JPモルガン・アセット・マネジメント JPMグローバル医療関連株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_17312137.html

4 アセットマネジメントOne DIAM J-REITオープン（１年決算コース） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4731513C.html

5 アセットマネジメントOne DIAM J-REITオープン（２カ月決算コース） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_47312042.html

6 アセットマネジメントOne DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4731103C.html

5 7 アセットマネジメントOne ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_47314171.html

8 イーストスプリング・インベストメンツ イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_83311154.html

9 イーストスプリング・インベストメンツ イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_83311152.html

10 ピクテ投信投資顧問 ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4231113A.html

11 ピクテ投信投資顧問 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42311081.html

12 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_4231111C.html

13 ピクテ投信投資顧問 ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42312199.html

9 14 ピクテ投信投資顧問 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_42311091.html

10 15 マニュライフ・インベストメント・マネジメント マニュライフ・米国銀行株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_9K31115B.html

11 16 三井住友DSアセットマネジメント ベトナム株式ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79312107.html

12 17 三井住友DSアセットマネジメント 三井住友・アジア４大成長国オープン https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79311077.html

13 18 三井住友DSアセットマネジメント 三井住友・グローバル・リート・オープン https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_79311041.html

19 三井住友トラスト・アセットマネジメント 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_6431117C.html

20 三井住友トラスト・アセットマネジメント 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_64311215.html

21 日興アセットマネジメント ラサール・グローバルREITファンド（１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_0231313A.html

22 日興アセットマネジメント ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02313043.html

16 23 日興アセットマネジメント GW7つの卵 https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02311032.html

24 日興アセットマネジメント グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02311171.html

25 日興アセットマネジメント グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02312171.html

26 日興アセットマネジメント グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02311158.html

27 日興アセットマネジメント グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） https://apl.morningstar.co.jp/webasp/toyo-sec/snp/snp_02312158.html
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【重要情報シート作成対象銘柄その2】

※今般、追加した銘柄・コースはグリーンの網掛けをしてあります。
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手数料等およびリスクについて

投資信託の手数料等およびリスクについて

・投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の

保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担

いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの

内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。

・投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商

品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれ

があります。

利益相反情報について

東洋証券株式会社またはその関連会社の役職員またはその家族がこの資料に掲載された有価証券等

を保有する可能性、取引する可能性があります。

ご投資にあたっての留意点

取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場

有価証券等書面、目論見書等をご覧ください。

◆ 注注 意意 事事 項項  ◆ 

【免責事項等】

この資料は、東洋証券株式会社が信頼できると思われる各種のデータに基づき投資判断の参考となる

情報提供のみを目的として作成したもので、投資勧誘を目的としたものではありません。また、この資料に

記載された情報の正確性および完全性を保証するものでもありません。また、将来の運用成果等を保証す

るものでもありません。この資料に記載された意見や予測は、資料作成時点のものであり、予告なしに変更

することがありますのでご注意ください。

この資料に基づき投資を行った結果、お客さまに何らかの損害が発生した場合でも、東洋証券株式会

社は、理由の如何を問わず、一切責任を負いません。株価の変動や、発行会社の経営・財務状況の変

化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありますので、投資に関する

最終決定は、お客さまご自身の判断でなされるようお願い致します。

この資料の著作権は東洋証券株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかな

る目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願い致します。

2022年5月26日

審査部審査済
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