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　 私たちが日常的に使ってい　
実はその中に、外国人に人気　

海外では所得増加により生活水準が上昇するにつれ、「価値観」を伴う消費へ消費者ニーズは高度化していくと考えられます。　　

上記イラストは、日本独自の高付加価値商品・サービスをイメージした一例であり、すべてを表したものではなく、実際とは異なる場合があ　　

◆ 日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする　　
◆ 観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資　　

上記イ

当ファンドの
着目ポイント

運輸

小売り

文具
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る日本の製品やサービス。　
があるものが多くあります。　

　また、健康志向や安全志向の高まりにより、日本独自の高付加価値商品・サービスが注目され、高く評価されています。

　ります。特定の銘柄・セクターへの投資を推奨するものではなく、またそれらの当ファンドでの組み入れを保証するものではありません。

海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式に投資します。
を行います。

Cool Japan

食品・
飲料

衣類

家具
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政府による「日本独自の高付加価値商品・サービス」
の戦略的海外展開支援

政府は、日本の文化・ライフスタイルの魅力を訴え、海外需要の獲得を目指す政策を展開しています。
こうした政策は、日本独自の高付加価値商品・サービスを展開する企業の拡大を後押しすると考えられます。

イラストは実際とは異なる場合があります。
出所：経済産業省「クールジャパン政策について」を基にアセットマネジメントOne作成

※当資料では、「アウトバウンド」とは域外市場に日本のモノやサービスを提供し受け入れてもらうことを意味し、
　「インバウンド」とは訪日外国人（日本での観光などによるモノやサービスの消費者）の呼び込みのことを意味します。

上記は政府による「日本独自の高付加価値商品・サービス」の戦略的海外展開支援のイメージをご紹介するためのものであり、すべてを表した
ものではありません。また、政策によるメリットを当ファンドの投資対象銘柄群が受けるとは限りません。当ページの記載は将来における当ファン
ドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

●イベントの開催および海外情報発信
●漫画・アニメなどの海外展開
　およびローカライズ＊支援 など
　　＊字幕・吹き替えなどの現地化

日本ブームの創出

●製品開発・チーム作り
●現地企業とのマッチング
●企業への出資 など

現地で稼ぐ（アウトバウンド※）

●日本独自の高付加価値商品・
　サービス資源を活用した観光振興 など

日本で消費（インバウンド※）

コマーシャル・広告など、
企業プロモーションの

積極化

字幕・吹き替えなどの
現地化

現地のショッピングモールや
フードコートなど、

海外需要獲得の拠点を構築

海外展開事業を行う
中小企業・小規模事業者

への融資

訪日外国人向け
旅行ツアーの多様化

地域資源のブランディングや
情報発信

1

2
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訪日外国人の多くを占めるアジアでは、持続的な経済成長により一人当たりGDPが増加しています。
また、ビザの発給要件の緩和措置も訪日需要の拡大につながると考えられます。

「日本独自の高付加価値商品・サービス」
の人気が拡大している背景

※アジアは、IMF（国際通貨基金）の分類による「Emerging and developing Asia」と香港、台湾、韓国、シンガポールを指します。
期間：2010年～2017年（年次。ただし、2016年以降は予測値。）
出所：IMF「World Economic Outlook Database, April 2016」のデータを基にアセットマネジメントOne作成

出所：日本政府観光局のデータを基にアセットマネジメントOne作成 2016年5月17日時点
出所：外務省の資料を基にアセットマネジメントOne作成
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2010年を100として指数化

予測値■ アジア
■ EU
■ 米国

一人当たりGDPの推移（購買力平価ベース）

訪日外国人客数ランキング（2015年）
順位 国名 人数（万人）

1 中国 499 

2 韓国 400 

3 台湾 368 

4 香港 152 

5 米国 103 

6 タイ 80 

7 豪州 38 

8 シンガポール 31 

9 マレーシア 31 

10 フィリピン 27 

日本政府による最近のビザ緩和措置国
国名

2013年

タイ
マレーシア

アラブ首長国連邦
カンボジア
ラオス

パプアニューギニア

2014年
ミャンマー
インドネシア
フィリピン

2015年
中国
ブラジル
モンゴル

2016年
ベトナム
インド

上記は過去の実績またはあるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来における当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証する
ものではありません。

Cool Japan
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「アウトバウンド」「インバウ  

上記のグラフ・図における数値データは過去の実績あるいは過去の時点における目標を示した　　

「アウトバウンド」と「インバウンド」の相乗効　

海外における日本食レストランの数主要コンビニ5社の海外店舗数推移

コンビニ5社はセブン･イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス、ミニストップ。
ただし、セブン･イレブンの2005年、2010年は前年末のデータを使用。
出所：各社公表のデータを基にアセットマネジメントOne作成

（店舗）
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50,793店舗

図中の地域別の数値は2015年7月時点。（）内の数値は2013年1月と比較　 
出所：農林水産省のデータを基にアセットマネジメントOne作成

訪日外国人客数と客室稼働率の推移

期間：2011年～2015年（年次） 
ただし、客室稼働率は年間平均値を使用。
出所：日本政府観光局、国土交通省のデータを基にアセットマネジメントOne作成

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2020年 2030年

■ ■ 訪日外国人客数（右軸）
客室稼働率：東京都（左軸） 客室稼働率：大阪府（左軸）客室稼働率：全国（左軸）
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1,974万人
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日本人気の高まりから訪日外国人客数が増加傾向にあり、
それに伴い宿泊施設の客室稼働率も上昇しています。

日本独自の高付加価値商品・サービスの消費者ニーズが海外　　アウトバウンド需要

訪日外国人の増加により、日本国内での消費活動が活発化し　　インバウンド需要

アジア
約45,300店
（約1.7倍）

欧州
約10,550店
（約1.9倍）

中東
約600店
（約2.4倍）

アフリカ
約300店
（約2.0倍）

ロシア
約1,850店
（約1.5倍）

オセアニア
約1,850店
（約2.6倍）

日本のものに
触れる

イ日本へ
行く

24

図は「アウトバウンド」・「インバウンド」の相乗効果のイメージであり、すべて　　
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ンド」の相乗効果のイメージ

　ものであり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

果により日本人気とビジネスチャンスが拡大

 　した数値。

期間：2010年～2015年（年次）
出所：農林水産省のデータを基にアセットマネジメントOne作成

農林水産物・食品の輸出額の推移
（億円）
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2012年 2013年 2014年 2015年

■ 免税店舗数（右軸）訪日外国人旅行消費額（左軸）（兆円） （店舗）
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18,779店舗

4,173店舗 4,622店舗 5,777店舗

1.1兆円
1.4兆円

2.0兆円

3.5兆円

免税店舗数と訪日外国人旅行消費額の推移

期間：2012年～2015年（年次）
ただし、免税店舗数は各年の4月1日時点。
出所：国土交通省のデータを基にアセットマネジメントOne作成

免税店舗数の拡大は訪日外国人の日本での
消費活動を後押しする要因になります。

で拡大しています。

ています。

北米
約25,100店
（約1.5倍）

中南米
約3,100店
（約1.1倍）

日本のものを
消費

0年

日本のものが
ますます
人気に

全世界合計

2006年

約2.4万店

2013年
1月

約5.5万店

2015年
7月

約8.9万店

Cool Japan

　を説明しているものではなく、その実現性を保証するものではありません。
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訪問客数の世界ランキング（2014年） 

出所：UNWTO（国連世界観光機関）「Tourism Highlights 2015 Edition」のデータを基にアセットマネジメントOne作成
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訪日外国人客数は低い水準にありますが、官民連携で積極的な外国人誘致を行っており、
日本の観光立国としての成長を目指しています。

2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックにより更なる訪日外国人の増加が
見込まれ、それに伴う観光や小売業などの産業で需要・消費の拡大が期待できます。

インフラの整備や機能強化は、観光面での利便性が増し訪日外国人の誘致につながります。

［ 2020年東京オリンピック・パラリンピック ］

［ 訪日外国人の受入環境整備 ］

出所：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の2012年時点の試算を基にアセットマネジメントOne作成

日本全国で
約2兆9,600億円

開催による経済波及効果

日本全国で
約1兆2,200億円

開催による需要増加額

●地図や道路、鉄道などの多言語対応

●観光産業の人材育成

●決済環境の整備

●LCC（格安航空会社）の拡大推進

出所：各種資料を基にアセットマネジメントOne作成

●無料公衆無線LAN＊の環境整備
＊ケーブルを使用せずにインターネット回線に接続する仕組みのこと

●新幹線の整備
2015年開業 北陸新幹線
2016年開業 北海道新幹線
2027年開業予定 リニア中央新幹線

上記は過去の実績、あるいは過去の時点における計画や予測を示したものであり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証
するものではありません。

日本での今後のイベントと
訪日外国人誘致の取り組み

。

21位
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［資本財・サービス］
建設関連製品
コングロマリット

機械
商業サービス・用品

航空貨物・物流サービス
旅客航空運送業
陸運・鉄道
運送インフラ

※「クール・ジャパン関連銘柄」は、原則以下の産業に属する銘柄群から抽出します。産業の変更は、「クール・ジャパン
選定会議」により決定されます。なお、産業は世界産業分類基準（GICS)の産業分類に準じます。

（注）下記の産業は、2016年5月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

当ファンドの資金動向、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。

わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象として、海外市場で
の消費の高度化や訪日外国人の消費拡大で収益の増加が期待される企業の株式に投資を行い、
値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案
してポートフォリオを構築します。

■日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考
えられる日本企業の株式に投資します。

■観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行います。

■株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。

わが国の金融商品取引所に上場されている株式

投資ユニバース
「クール・ジャパン関連銘柄」

産業によるスクリーニング

ポートフォリオ

株式 「クール・ジャパン関連銘柄※」の抽出
○日本独自の高付加価値商品・サービスが差別化の源
泉となり、以下の観点から収益の増加が期待される
企業の株式を絞り込みます。

　①海外市場での消費の高度化
　②訪日外国人の消費拡大　

○投資ユニバースは、運用・調査部門に設置される　
「クール・ジャパン選定会議」により決定され、当該銘柄
群を「クール・ジャパン関連銘柄」といいます。

リオ

ファンダメンタルズ分析などによる銘柄選定
○業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額
や流動性なども勘案してポートフォリオを構築します。

［一般消費財・サービス］
自動車部品
自動車

家庭用耐久財
レジャー用品

繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
各種消費者サービス

メディア
インターネット販売・カタログ販売

複合小売り
専門小売り

ます。

［情報技術］
インターネット

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア

コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品

［素材］
化学

［生活必需品］
食品・生活必需品小売り

飲料
食品
家庭用品

パーソナル用品

器

［ヘルスケア］
ヘルスケア・プロバイダー/
ヘルスケア・サービス

医薬品

ファンドの特色

運用プロセス

Cool Japan
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上記は、2016年6月30日現在のポートフォリオの内容であり、今後の運用内容や投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、特定の個別銘柄への投資を推奨するものではなく、当ファンドでの組み入れを保証するものではありません。

上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

期間：2013年5月30日～2016年6月30日（日次） 　出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成
基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
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には、分配を行わないことがあります。
東証株価指数は参考として表示しているものであり、当ファンドのベンチマークではありません。
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11,671
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設定日前営業日（2013年5月30日）を10,000として指数化
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【ご参考】東証株価指数（左軸）
● 分配金（右軸）

設定来
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パフォーマンス推移

投資銘柄のご紹介 産業別構成比率

当ファンドの運用状況

※産業別構成比率はGICSの産業分類に準じます。
※構成比率は組入株式全体を100％とした割合です。
　四捨五入の関係で合計が100％とならない場合があります。

アジアを中心に高級衛生陶器の人気高い

機能やデザイン性の高い高級衛生機器をアジア市場に投入。
中国では温水洗浄便座「ウォシュレット」の販売が好調。中国以
外の国・地域におけるインフラ整備の進展とともに、「ウォシュ
レット」の販売が広がる可能性に注目。東南アジア諸国では節
水型衛生陶器が中心となっており、現地調達比率の引き上げを
目的に現地工場の生産能力を拡大中。

TOTO（建設関連製品）

マヨネーズ、ドレッシングの海外展開を加速

1993年に中国に進出。食の洋風化が進むにつれて、家庭の食卓
でもマヨネーズやドレッシングが使われるようになり、「丘比
（キユーピー）」ブランドの認知度は高まっている。特に、中国都
市部での家庭用マヨネーズのシェアは高い。足もとでは業務用
需要も高く、ベーカリー等への販売が拡大中。

キユーピー（食品）

アジア向けにベビー用紙おむつ、洗濯用洗剤、化粧品等を拡販中

洗濯用洗剤などのホームプロダクツ用品、化粧品等のパーソナ
ルケア用品をアジア中心に海外展開。特に、ベビー用紙おむつ
「メリーズ」は触感に優れているとして人気が高い。足もとでは
海外EC（電子商取引）も積極的に活用し売上を伸ばしている。

花王（パーソナル用品）

食品
21.9%

商業サービス・用品
4.4%

レジャー用品
8.1%

ホテル・
レストラン・レジャー

9.4%

家庭用耐久財
8.0%

パーソナル用品
6.7%

専門小売り
4.4%

食品・生活必需品
小売り
4.3%

その他
21.7%

建設関連製品
6.0%

家庭用品
5.2%
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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、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。

銘柄選択リスク
当ファンドは特定の産業（テーマ）に属する企業へ重点的に投資するため、幅広い
業種や銘柄に分散投資を行うファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる
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、当ファンドの基準価額が下
落する可能性があります。

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、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

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、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。
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。

【収益分配金に関する留意事項】
●投資信託の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●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、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当
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。

【分配方針】
原則として、毎年5月25日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行います。
●分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。
●分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※運用状況により分配金額は変動します。したがって、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。

※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

Cool Japan



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
アセットマネジメントOneにお問い合わせください。

購 入 価 額 購入申込受付日の基準価額
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 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して5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。
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､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・換金のお申し込みを取り消す場合があります。

信 託 期 間 2018年5月25日まで（2013年5月31日設定）
繰 上 償 還 受益権の総口数が10億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。
決 算 日 毎年5月25日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 年1回の決算時に､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｡当ファン
ドは､課税上､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「愛称：NISA（ニーサ）」およ
び未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）
をご覧ください｡
※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。

委 託 会 社 アセットマネジメントOne株式会社　　　　ファンドの運用の指図などを行います。

受 託 会 社 みずほ信託銀行株式会社　　　　　　　　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。

お客さまが直接的に負担する費用

購 入 時 購入時手数料

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購入申込受付日の
基準価額に乗じて得た額となります。詳しくは販
売会社またはアセットマネジメントOneにお問い
合わせください。

商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務
手続きなどの対価として販売会社にお支払いいた
だきます。

換 金 時 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に対し0.2％を乗じて得
た額を換金時にご負担いただきます。 ─

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1.566％（税抜
1.45％）を乗じて得た額とします。 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞
委 託 会 社 年率0.70％（税抜） 委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価

販 売 会 社 年率0.70％（税抜）
購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送
付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続き
などの対価

受 託 会 社 年率0.05％（税抜） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行など
の対価

その他の費用・
手 数 料

監査法人に支払うファンドの監査報酬、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。
※「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。

●当ファンドは、主として国内の株式に投資します。組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しま
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、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 　
●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。
○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。
○当資料はアセットマネジメントOne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。予告なく当資料の内容を変更する場合があります。

◎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。

アセットマネジメントOne株式会社 コールセンター 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.am-one.co.jp/

cn17472

お申込みメモ

ファンドの費用

委託会社、その他の関係法人



この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありませ

ん。 投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

 

 金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。 

 

むさし証券の概要 

 商 号 等 ：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号 

  加入協会 ：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 

 

 

リスクについて 

◎ 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（上場有価証券等）の売買等にあたっては、株式相

場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株

式、債券、投資信託、不動産、商品等（裏付け資産）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価

格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業

務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそ

れがあります。 

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限

がありますのでご留意ください。 

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相

場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換

算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがありま

す。 

 

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最

終的な裏付け資産を含みます。 

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。 

 

手数料等諸費用について 

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合 

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができ

ません。 

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 

 

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用（監査費用、運営・管理費用等）等を御負担い

ただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。 

 

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。 

 

【広告審査済】 
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