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概要 

 本ファンド設定来の米国小型株式市場は、トランプ政策への期待から、力強く上昇 

 本ファンドの設定来の運用実績は、参考指標を上回り堅調に推移 

 良好なマクロ環境と減税効果が後押しし、2019年に向けた利益成長に期待 

設定来の米国小型株式市場の動向 

税制改革に対する期待などから、大型株式を上回るパフォーマンスを実現 

本ファンド設定来の米国小型株式市場は、ラッセル2000指数で+10.9%となり、大型株式市場（S&P500指

数）の+10.6%と同程度の推移となりました（米ドルベース）。2016年11月に、税制改革や内需拡大策を掲げ

るトランプ大統領の当選が確実になったタイミングで、相対的に税制改革の恩恵を受けやすく、内需中心の米

国小型株式市場は急伸しましたが、その後2017年に入ってからは横ばいに推移しました。2017年半ば以降、

税制改革法案の進展などを背景に、再び上昇する形となりました。 

本ファンド設定来の米国小型株式市場は力強く上昇 

セクター別にみると、ややばらつきが見られま

すが、ほとんどのセクターで上昇しました。 

税制改革が企業のM&Aを後押しするとの期待

から、近年特にM&Aが活発なヘルスケアセク

ターが大きく上昇したほか、決算が好調だった

テクノロジーセクターなども上昇し、小型株式市

場を牽引しました。一方で、コモディティ市況の

不透明感などを背景に、エネルギーセクターは

大きく下落する展開となりました。 

設定来ほぼ全てのセクターが上昇 

米国 小型／大型株式市場の推移 

期間：2016年6月末～2018年4月6日（2016年6月末を100として指数化）  
出所：ブルームバーグ、GSAM 小型株式：ラッセル2000、大型株式：S&P500（ともに米ドルベース） 

期間：2017年4月7日～2018年4月6日 出所：ブルームバーグ ラッセル2000各セクター指数（米ドルベース） 
上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

販売用資料 

2018年4月16日 

（年/月） 

設定来のセクター別 リターン（小型株式） 

本ファンド運用期間 

設定来の運用動向と市場環境 

-15.5% 

-0.9% 

0.9% 

3.0% 

4.7% 

14.7% 

16.6% 

16.6% 

27.6% 

エネルギー 

公益事業 

生活必需品 

金融 

素材・加工 

生産者耐久材 

一般消費財・サービス 

テクノロジー 

ヘルスケア 

2016年11月 

トランプ大統領の当選が確実となる 

平素はGS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。投資家の皆様の

おかげ様で、この度本ファンドは2017年4月7日の設定から1周年を迎えることができました。設定来の市場環

境と運用動向、今後の見通しについてご報告致します。 
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設定来の本ファンドの運用実績 

参考指標を上回り堅調に推移 

2017年4月7日に設定された本ファンドの設定来リターンは、2018年4月6日現在、Aコース（為替ヘッジあり）

が+13.8%、Bコース（為替ヘッジなし）が+12.0%と順調に推移しており、それぞれ参考指標を上回っています。 

設定来で参考指標を上回り、堅調に推移 

基準価額（分配金再投資ベース）と参考指標の推移（Aコース／為替ヘッジあり） 

期間：2017年4月7日～2018年4月6日 出所：GSAM 

参考指数はファンドの設定日を10,000として指数化  上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。本ファンド
の信託報酬は純資産総額に対して年率1.539%（税抜1.425%）であり、上記の基準価額は信託報酬控除後のものです。過去の運用実績は将来の運
用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではあ
りません。 

基準価額（分配金再投資ベース）と参考指標の推移（Bコース／為替ヘッジなし） 

累積リターン 

期間 ファンド 
参考 

指標 
差異 

3ヵ月 0.4% -1.8% 2.2% 

6ヵ月 2.9% 0.3% 2.5% 

設定来 13.8% 10.6% 3.2% 

（年/月/日） 

（年/月/日） 

累積リターン 

期間 ファンド 
参考 

指標 
差異 

3ヵ月 -3.9% -5.8% 1.9% 

6ヵ月 -1.0% -2.8% 1.8% 

設定来 12.0% 9.2% 2.8% 
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Bコース（為替ヘッジなし） 

参考指標（ラッセル2000 円換算ベース） 
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Aコース（為替ヘッジあり） 

参考指標（ラッセル2000 円ヘッジ・ベース） 

※分配金再投資基準価額とは、本ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（税引前）で本ファンドを購入（再投資）した場合の基
準価額です。 
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ニュー・レリック ラッセル2000 
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パフォーマンスに寄与した銘柄① 

2017年4月7日～2018年3月末においてパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄 

パフォーマンスにプラスに寄与した銘柄 

期間：2016年3月末~2018年3月末 2016年3月末を100として指数化 出所：ブルームバーグ、GSAM   

ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解い
ただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示された個別証券は、必ずしも現在あるいは将
来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。上記は経済や市場等の過去のデータであり、
将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

 

(年/月) 

株価動向 

● 開発中の新薬の臨床試験の進捗報告が好材料となり、株価は急伸しました。 

評価ポイント 

● リサーチ・レポート分析などモメンタム系評価基準で高評価 

銘柄名 業種 銘柄概要 

ニュー・レリック 情報技術 
ソフトウェアの分析に従事する。データセンターなどを対象に、アプリ
ケーションのパフォーマンスを管理するサービスを提供する。 

(年/月) 期間：2016年3月末~2018年3月末 2016年3月末を100として指数化 出所：ブルームバーグ、GSAM   

株価推移 （米ドルベース） 

株価推移 （米ドルベース） 

本ファンド運用期間 

株価動向 

● 2017年1-3月期、4-6月期、7-9月期それぞれの決算発表で市場予想を上回ったことや、業績の上方修

正が追い風となり、株価は上昇しました。 

評価ポイント 

● 伝統的な収益性の評価基準で高評価 

設定来の運用動向と市場環境 

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） 

銘柄名 業種 銘柄概要 

ファイブロジェン ヘルスケア 
未だに有効な治療方法がない疾患に対応する新薬の発見、開発、商
業化に注力するバイオテクノロジー企業。 

本ファンド運用期間 
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パフォーマンスに寄与した銘柄② 

2017年4月7日～2018年3月末においてパフォーマンスにマイナスに寄与した銘柄 

パフォーマンスにマイナスに寄与した銘柄 

期間：2016年3月末~2018年3月末 2016年3月末を100として指数化 出所：ブルームバーグ、GSAM   

パフォーマンスにマイナスに寄与した銘柄のうち、アンダーウェイト銘柄を除外 

ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解い
ただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示された個別証券は、必ずしも現在あるいは将
来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。上記は経済や市場等の過去のデータであり、
将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

 

 

株価動向 

● 2017年2-4月期の業績が市場予想を下回る結果となったことを受けて株価は大幅に下落し、その後も

低調に推移しました。 

評価ポイント 

● セクター内における株価の出遅れ感などを示すモメンタム系評価基準で高評価 

銘柄名 業種 銘柄概要 

グリーンヒル・アンド・ 
カンパニー 

金融 
独立系投資銀行。企業、パートナーシップ、政府などに対し、M&A、再
編、財務、資本調達に関する金融アドバイスを提供する。 

株価推移 （米ドルベース） 

株価推移 （米ドルベース） 

株価動向 

● 2017年1-3月期、4-6月期の業績が市場予想を下回る結果となり、株価は下落しました。9月には自社

株買いを発表したものの、株価の上昇幅は限定的でした。 

評価ポイント 

● 伝統的なバリュー系の評価基準で高い評価 

 

設定来の運用動向と市場環境 

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） 

銘柄名 業種 銘柄概要 

チコズFAS 
一般消費財・ 
サービス 

衣料品小売店。プライベートブランドの女性向けカジュアル衣料および
アクセサリーを販売する。米国各州で店舗を展開する。 

本ファンド運用期間 

本ファンド運用期間 

(年/月) 
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チコズFAS ラッセル2000 

期間：2016年3月末~2018年3月末 2016年3月末を100として指数化 出所：ブルームバーグ、GSAM   

(年/月) 
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米国小型株式市場の見通し 

良好なマクロ環境と税制改革が追い風に。貿易摩擦懸念の影響も大型株式に比べて限定的 

2018年に入り、米国株式市場は値動きの大きな展開を迎えているものの、ファンダメンタルズは引き続き良

好といえます。4月に入って発表された米国のISM（米供給管理協会）製造業／非製造業景況指数や雇用統

計は、いずれも前月を下回る水準とはなったものの、依然堅調さを維持しています。 

このような底堅いマクロ環境を背景に、米国の企業収益は2019年に向けて大幅な増益基調が続く見込みと

なっています。特に、米国の中小規模の企業は大規模な企業に比べて実効税率が高い傾向にあるため、税

制改革の恩恵を一層享受することから、大型株式を上回る利益成長が期待できます。 

マクロ環境は依然良好。税制改革による大幅な利益成長に期待 

ISM製造業／非製造業景況指数の推移 

設定来の運用動向と市場環境 

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） 

小型／大型株式のEPS（1株当たり純利益）の推移 

追加関税措置発表後から足元までの騰落率 貿易摩擦懸念の影響は限定的 

足元の米国株式市場は、貿易摩擦懸念を巡り神経

質な展開が続いています。 

貿易摩擦懸念の契機となった、トランプ氏の鉄鋼、

アルミニウムに対する25%、10%の追加関税措置

発言があった3月1日から足元までの騰落率は、大

型株式市場（S&P500指数）の-4.0%に対して、小型

株式市場（ラッセル2000指数）は、+0.1%となりまし

た（米ドルベース）。中小規模の企業は、大規模な企

業に比べると海外収益への依存度が低いため、貿

易戦争が起きた場合の影響は限定的という市場の

見方を反映した結果と考えられます。 

引き続きトランプ政権の動向に注視する必要はある

ものの、2019年に向けて米国小型株式市場は、大

型株式市場を上回る成長が期待できます。 

期間：2000年1月~2018年3月 出所：ブルームバーグ 

米国ISM製造業／非製造業景況指数：ISM（米供給管理協会）が毎月
第1営業日に発表する、製造業／非製造業の指標。主要経済指標の中
で最も早く発表されること、企業の景況感を反映し景気転換の先行指
標とされることから、市場の注目度が高い。50を上回ると景況感の改善、
50を割り込むと景況感の悪化を示唆している。 

期間：2010年~2019年（2018年以降は予想、2010年のEPSを100とし
て指数化） 
出所：ブルームバーグ 小型株式：ラッセル2000、大型株式：S&P500 

（ともに米ドルベース） 
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上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 
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ファンドのポイント 

くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

■計量モデルにおけるビッグデータやAI（人工知能）の活用について 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルでは、投資対象銘柄について、数多くの多面的な評価基準に基

づいて評価し、組入銘柄を決定しています。これらの評価基準の開発において、財務諸表などの伝統的なデータに加え、

ニュース記事やウェブ・アクセス量などの非伝統的データも活用されます。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントでは

これらのデータ（ビッグデータを含みます。）の活用を競争力の源泉とみなしており、近年その利用割合を増やしているだけ

でなく、そのデータの種類や利用方法も進化しています。機械学習に代表されるAI技術は、一部の評価基準においてデー

タ分析プロセスで活用され、特にアナリスト・レポートやニュース記事等のテキストデータを読み込む評価基準において活用

されます。最終的な評価基準の選定および組入銘柄の決定は、計量投資戦略グループのシニア・ポートフォリオ・マネ

ジャーが監督しています。 

 

Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）  追加型投信／海外／株式 

GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） 

1．米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 

2．ビッグデータやAI（人工知能）を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量
モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。 

3．為替ヘッジありのAコース、為替ヘッジなしのBコースの選択が可能です。 

※本ファンドのAコースはラッセル2000インデックス（配当除く、円ヘッジ・ベース）、Bコースはラッセル2000インデックス（配当除く、円ベース）
を運用上の参考指標とします。 

※本ファンドの主要投資対象は米国の小型株式です。運用においてビッグデータやAIなどを利用しますが、ビッグデータやAIなどのテクノロ
ジー関連企業に特化して投資するものではありませんのでご留意ください。 

※為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。 

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 
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くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

ファンドの仕組み 

本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメントが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下
記の投資信託証券を主要投資対象とします。 

損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 

販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングが可能です。ただし、換金時と同様に税金をご負担いただきます。くわしくは

販売会社までお問い合わせください。 

＊1  

＊2 

※上記の投資信託証券（以下総称して「組入れファンド」、「組入れ投資信託証券」または「指定投資信託証券」ということがありま

す。）への投資比率は資産動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定するものとします。原則として「ルクセンブル

ク籍外国投資証券（米ドル建て）ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップCORE

エクイティ・ポートフォリオ」の組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。 

※投資対象となる投資信託証券は見直されることがあります。この際、上記の投資信託証券が除外されたり、新たな投資信託証

券が追加される場合もあります。 
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くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

投資リスク 

株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） 
本ファンドは、米国の小型株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、株式投資にかかる価
格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動き
により大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に米国の株式市場の下落局面
では本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。一般には株価は、個々の企業の活
動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファンドに組入れられる株式の価格は短期
的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において価格が上昇傾向であっても、その傾向が今
後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収でき
なくなることもあります。 
 
小型株式への投資リスク 
本ファンドの主な投資対象である小型株式は、大型株式と比べて時価総額が小さく、相対的に流動性が低く、ボ
ラティリティ（価格変動性）が高いため、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があること
から、大きなリスクを伴います。また、換金に対応するための十分な資金を準備できないことにより換金のお申し
込みを制限することもあります。 

このように、本ファンドは、大型株式など流動性の高い銘柄を中心に市場全体に広く分散投資するファンドなどと
比較して、相対的に高いリスクを伴いますので、ファンドの性格をよくご理解いただいたうえでご投資ください。 
 
為替変動リスク 
本ファンドは、米国の小型株式を投資対象とする外貨建ての投資信託証券を主要な投資対象としますので、本
ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないBコースでは為替変動
の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。Aコースは、対円で
為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります
（ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利の方が低い場合、この
金利差分収益が低下します。）。 
 

基準価額の変動要因 
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。

また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金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、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべて

ご投資家の皆さまに帰属します。 

主な変動要因 

留意点 

計量運用に関する留意点 
本ファンドでは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデル群を用いた複数の戦略が実行されま
す。ビッグデータやAIの利用を含む計量モデルに従う運用がその目的を達成できる保証はなく、ボトムアップ手
法によるアクティブ運用やパッシブ運用など他の運用手法に対して優位性を保証するものでもありません。なお、
計量モデルにはビッグデータやAI以外の定量要素も利用されます。計量モデルの改良・更新は継続的に行われ
ており、ビッグデータやAIの利用方法については将来変更されることがあります。計量モデルは仮説に基づき構
成されたものであり、モデルにより選択された銘柄や市場動向は必ずしもこの仮説が想定する動きを示さない場
合があります。また、ある時点でモデルが有効であったとしても、市場環境の変化等により、その有効性が持続し
ない可能性もあります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を及ぼし、本ファンドのパフォーマンス
が参考指標を下回ったり、投資元金が割り込む可能性があります。 
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くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

お申込みメモ    

ファンドの費用 

※上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

購 入 単 位 販売会社によって異なります。 

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 

購 入 代 金 販売会社が指定する日までにお支払いください。 

換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額 

換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。 

購 入 ・ 換 金 
申 込 不 可 日 

英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセ
ンブルクの銀行の休業日および12月24日（以下「ファンド休業日」といいます。） 

申 込 締 切 時 間 「ファンド休業日」を除く毎営業日の原則として午後3時まで 

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、各ファンド1顧客1日当たり1億円を超える大口のご換金は制限することがあります。 

信 託 期 間 
2027年8月10日まで（設定日：2017年4月7日） 
※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。 

繰 上 償 還 
各ファンドそれぞれについて純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。また、主要投
資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、信託を終了します。 

決 算 日 年2回（毎年2月10日と8月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） 

収 益 分 配 年2回の決算時に原則として収益の分配を行います。販売会社によっては分配金の再投資が可能です。 

ス イ ッ チ ン グ 

販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングが可能です。 
※スイッチングの際には換金時と同様に換金されるファンドに対して税金をご負担いただきます。くわしくは販売会社までお問い合
わせください。 

課 税 関 係 
（ 個 人 の 場 合 ） 

課税上は株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は少額投資非課税制度（NISA）の適用対象です。 
配当控除の適用はありません。 
原則、分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の譲渡益が課税の対象となります。 

投資者が直接的に負担する費用 

購 入 時 購 入 時 手 数 料 購入申込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定める率を乗じて得た額とします。 

換 金 時 信 託 財 産 留 保 額 なし 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

毎 日 

運 用 管 理 費 用 
（ 信 託 報 酬 ） 

純資産総額に対して年率1.539％（税抜1.425％） 
※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。 

信託事務の諸費用 
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率
0.1％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われるほ
か、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券より支払われます。 

随 時 
そ の 他 の 費 用 ・ 
手 数 料 

有価証券売買時の売買委託手数料や資産を外国で保管する場合の費用等 
上記その他の費用・手数料（組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。）はファンドより実費として間接
的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができま
せん。 
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委託会社その他関係法人の概要について 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

（委託会社） 
金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第325号     

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、 

 

 

販売会社 

本ファンドの販売業務等を行います。 

販売会社については、下記の照会先までお問い合わせく
ださい。 

ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社 

電話 03-6437-6000    

（受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで）   
ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp 
 
 

■ 

 
■ 

 

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 
 
 

くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

■ 

 

信託財産の運用の指図等を行います。 
 
三井住友信託銀行株式会社（受託会社） 
信託財産の保管・管理等を行います。 
 

登録番号
日本証券業
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
金融先物
取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品
取引業協会

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
登録金融
機関

関東財務局長 (登金)
第5号

○ ○ ○

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

○

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

○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第2336号

○ ○ ○ ○

金融商品取引業者名

販売会社一覧 
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本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した販売用資料です。投資信託の
取得の申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のう
え、ご自身でご判断ください。 

本ファンドは値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、
元金が保証されているものではありません。 

本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではあり
ません。 

過去の運用実績は将来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。投資価値および投資によってもたらされる収益は
上方にも下方にも変動します。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 

本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売
却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。 

個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするものではありませ
ん。本資料において言及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず、また言及された証券のパ
フォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。 

弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」
あるいは「GSAM」と呼ぶことがあります。 

本資料に記載された経済、市場等に関する予測は、資料作成時点での様々な仮定や判断を反映するものであり、今後予告なく変わ
る可能性があります。これらの予測値は特定の顧客の特定の投資目的、投資制限、税制、財務状況等を考慮したものではありませ
ん。実際には予測と異なる結果になる可能性があり、本資料中に反映されていない場合もあります。これらの予測は、将来の運用成
果に影響を与えうる高い不確実性を伴うものです。したがって、これらの予測は、将来実現する可能性のある結果の一例を示すに過
ぎません。これらの予測は一定の前提に基づく推定であり、今後、経済、市場の状況が変化するのに伴い、大きく変わることが考えら
れます。ゴールドマン・サックスはこれら予測値の変更や更新について公表の義務を有しません。 

本資料に記載された、一般的な市場動向や、産業およびセクター動向、あるいは広範囲にわたる経済、市場および政治状況につい
ての情報は、いかなる投資推奨あるいは投資助言の提供を意図するものではありません。本資料はゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント（GSAM）が作成したものであり、ゴールドマン・サックスのグローバル・インベストメント・リサーチ部門（GIR）が発行したも
のではありません。本資料に記載された見解は、GIR、その他ゴールドマン・サックスまたはその関連会社のいかなる部署・部門の見
解と必ずしも同一であるとは限りません。本資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく
変更することがあります。 

指数値は実際の運用による結果ではありません。指数値は利子収入や配当金の再投資を考慮していますが、実際の投資において
収益率を引き下げる報酬や費用等の控除は考慮されていません。指数に直接投資することはできません。 

投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。 

投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。 

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。 

本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製するこ
と、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。 
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