
 
新たに取り扱いを開始する商品① 

 

ファンド 

の 

名  称 

SMTAM JPX 日経 

インデックス 400 

オープン 

SMTAM NY ダウ 

インデックスオープン 

高金利先進国 

債券オープン 

(毎月分配型) 

【愛称:月桂樹】 

高金利先進国 

債券オープン 

(資産成長型) 

【愛称:月桂樹 

(資産成長型)】 

ダイワ・US‐REIT・オープン

(毎月決算型) 

Ａコース 

(為替ヘッジあり) 

ダイワ・US‐REIT・オープン

(毎月決算型) 

Ｂコース 

(為替ヘッジなし) 

新興国ハイイールド債券

ファンド 

Ａコース 

（為替ヘッジあり） 

新興国ハイイールド債券

ファンド 

Ｂコース 

（為替ヘッジなし） 

取 扱 

チャネル 
店頭・ダイレクト・プレミア ダイレクト・プレミア プレミア 

運用会社 三井住友トラスト・アセット 

マネジメント株式会社 
日興アセットマネジメント株式会社 大和証券投資信託委託株式会社 みずほ投信投資顧問株式会社 

商品分類 追加型投信/国内/株式 追加型投信/海外/株式 追加型投信/海外/債券 追加型投信/海外/不動産投信 追加型投信/海外/債券 

ファンド 

の 

概 要 

マザーファンドを通じ

て、わが国の金融商品取引

所等に上場されている株

式に投資、JPX 日経インデ

ックス 400（配当込み）に

連動する投資成果を目指

します。 

マザーファンドを通じ

て、ダウ工業株 30種平均

株価に採用されている米

国の主要な株式30銘柄に

投資、ダウ工業株 30種平

均株価（円ベース）と連

動する投資成果を目指し

て運用を行います。 

信用力が高く、相対的に高い金利水準にある国のソブ

リン債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産

の成長をめざします。 

米国のリート（不動産投資信託）に投資します。ファ

ンダメンタル分析を行ない、安定的な配当が見込める銘

柄を選定し投資。ポートフォリオの構築にはセクター及

び地域の配分を考慮します。為替ヘッジを行う「A コー

ス」と、為替ヘッジを行わない「B コース」のいずれか

を選択できます。 

米ドル建ての新興国の高利回り事業債を実質的な主

要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長

期的な成長を目指します。為替ヘッジを行う「Aコース」

と、為替ヘッジを行わない「B コース」のいずれかを選

択できます。 

購 入 時 

手 数 料 

（店頭） 

（税込み） 

500 万円未満 2.16％ 

500 万円以上 1.944％ 

1,000 万円以上 1.62％ 

5,000 万円以上 1.08％ 

取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし 

購 入 時 

手 数 料 

（ダイレクトチャネル） 

（税込み） 

500 万円未満 1.728％ 

500 万円以上 1.512％ 

1,000 万円以上 1.188％ 

5,000 万円以上 0.648％ 

500 万円未満 1.728％ 

500 万円以上 1.512％ 

1,000 万円以上 1.188％ 

5,000 万円以上 0.648％ 

500 万円未満 2.16％ 

500 万円以上 1.944％ 

1,000 万円以上 1.62％ 

5,000 万円以上 1.08％ 

500 万円未満 2.592％ 

500 万円以上 2.376％ 

1 千万円以上 2.052％ 

5 千万円以上 1.512％ 

運用管理

費 用 

（信託報酬） 

（税込み） 

純資産総額に対して年率

0.6156％ 

純資産総額に対して 

年率 0.7452％ 
純資産総額に対して年率 1.35％ 

純資産総額に対し 

て年率 1.6416％ 

純資産総額に対して年率 1.2744％ 

実質的な運用管理費用 年率 1.7944％程度 

信託財産 

留 保 額 
なし 

1 万口につき基準価額の

0.2％ 
なし なし 1 万口につき基準価額の 0.3％ 

主 な 

リ ス ク 

①株価変動リスク 

②信用リスク 

①株価変動リスク 

②為替変動リスク 

③信用リスク 

①価格変動リスク 

②流動性リスク 

③信用リスク 

④為替変動リスク 

①リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク） 

②為替変動リスク 

③カントリー・リスク 

④その他 

①信用リスク 

②金利変動リスク 

➂為替変動リスク 

④カントリー・リスク 

決 算 日 
毎年 9月 8日 

（休業日の場合は翌営業日） 

毎月 10 日 

（休業日の場合は翌営業日）

毎年 7月 10 日 

（休業日の場合は翌営業日）

毎月 17 日 

（休業日の場合は翌営業日） 

毎月 19 日 

（休業日の場合は翌営業日） 

（別紙） 



新たに取り扱いを開始する商品② 

 
 

ファンド 

の 

名  称 

アジア・ハイ 

イールド債券 

ファンド 

（為替ヘッジあり） 

アジア・ハイ 

イールド債券 

ファンド 

（為替ヘッジなし） 

USストラテジック・ 

インカム・ファンド 

Ａコース 

（為替ヘッジあり） 

USストラテジック・ 

インカム・ファンド 

Ｂコース 

（為替ヘッジなし） 

野村ユーロ・トップ・ 

カンパニー 

Ｂコース 

アジア・リート 

オープン 

（毎月決算型） 

ニッセイ世界 

リートオープン 

（毎月決算型） 

ニッセイ世界 

リートオープン 

(年 2回決算型) 

取 扱 

チャネル 
プレミア 

運用会社 日興アセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 野村アセットマネジメント株式会社 
ニッセイアセット 

マネジメント株式会社 

商品分類 追加型投信/海外/債券 追加型投信/内外/債券 追加型投信/海外/株式 
追加型投信/海外 

/不動産投信 
追加型投信/海外/不動産投信 

ファンド 

の 

概 要 

主として、アジアの国･地域のハイイールド社債へ投

資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめ

ざします。「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の

いずれかのコースを選択できます。 

 

主として米ドル建て米国債券（米国の国債、政府機関

債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債等）

に投資し、各債券種類への投資比率を機動的に変更する

ことで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を

めざして運用を行います。為替ヘッジを行う「Aコース」

と、為替ヘッジを行わない「Bコース」のいずれかを選

択できます。 

欧州の株式（DR（預託証

書）を含みます）を実質的

な主要投資対象とします。

株式への投資にあたって

は、ボトムアップアプロー

チをベースに銘柄の選定

を行ない、ポートフォリオ

を構築するファンドです。

「Bコース」は原則として

為替ヘッジを行ないませ

ん。 

日本を除くアジア諸

国・地域の REIT を実質的

な投資対象とし、高水準の

配当収益の確保と中長期

的な値上がり益の獲得を

目指して運用を行なうフ

ァンドです。 

世界各国（日本除く）のリートを実質的な主要投資対

象とします。銘柄選定にあたっては、高水準の利回りが

期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されて

いるリートに投資します。 

購 入 時 

手 数 料 

（店頭）

（税込み） 

取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし 取扱いなし 

購 入 時 

手 数 料

（ダイレクトチャネル）

（税込み） 

500 万円未満 2.592％        

500 万円以上 2.376％         

1000 万円以上 2.052％        

5000 万円以上 1.512％ 

500 万円未満 2.592％ 

500 万円以上 2.376％ 

1 千万円以上 2.052％ 

5 千万円以上 1.512％ 

500 万円未満 2.592％ 

500 万円以上 2.376％ 

1 千万円以上 2.052％ 

5 千万円以上 1.512％ 

500 万円未満 2.16％ 

500 万円以上 1.944％ 

1 千万円以上 1.62％ 

5 千万円以上 1.08％ 

500 万円未満 2.592％ 

500 万円以上 2.376％ 

1 千万円以上 2.052％ 

5 千万円以上 1.512％ 

運用管理

費 用 

（信託報酬） 

（税込み） 

 純資産総額に対して年率 1.08％ 

実質的な運営管理費用 年率 1.77％程度 

純資産総額に対して 

年率 1.2892％(概算) 

純資産総額に対して 

年率 1.728％ 

純資産総額に対して 

年率 1.674％ 

純資産総額に対して年率 1.1124％ 

実質的な運営管理費用 年率 1.62％程度 

信託財産 

留 保 額 
なし 1 万口につき基準価額の 0.1％ 

1 万口につき基準価額の

0.3％ 

1 万口につき基準価額の

の 0.3％ 
なし 

主 な 

リ ス ク 

①価格変動リスク 

②流動性リスク 

➂信用リスク 

④為替変動リスク 

⑤カントリー・リスク 

①金利リスク 

②為替リスク 

➂信用リスク 

④流動性リスク 

⑤期限前償還リスク 

⑥再投資リスク  

①株価変動リスク 

②為替変動リスク 

①リートの価格変動リスク

②為替変動リスク 

①不動産投資信託（リート）投資リスク 

②為替変動リスク 

③カントリーリスク 

④流動性リスク 

決 算 日 
毎月 15 日 

（休業日の場合は翌営業日） 

毎月 23 日 

(休業日の場合は翌営業日) 

5・11 月の各 30 日 

（休業日の場合は翌営業日）

毎月 22 日 

（休業日の場合は翌営業日）

毎月 25 日 

（休業日の場合は翌営業日） 

4・10 月の各 25 日 

（休業日の場合は翌営業日） 


