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本ファンドの運用状況

パフォーマンスは改善傾向。相対的に良好なリターンを記録

上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または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。

本ファンドの基準価額の推移（設定来：2020年2月25日～5月22日）

本ファンドが設定された2020年2月25日以降、新型コロナウイルスの感染拡大などを受け、世界の株式市場

は大きく下落しましたが、感染拡大が落ち着く兆しがみられたことに加え、世界的な金融緩和や財政支援策な

どが追い風となり、足元では大幅に反発しています。

このような環境のなか、本ファンドの基準価額も一時の急落から大きく反発し、足元では両コースともに設定

時の10,000円を上回る水準まで上昇しています。特に、本ファンドで組入比率の高い情報技術やコミュニケー

ション・サービスは、アフターコロナの世界でも相対的に高い成長が見込まれることなどから底堅く推移し、本

ファンドは世界株式と比較して、良好なパフォーマンスを記録しています。
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期間：2020年2月25日～2020年5月22日 出所：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント、ブルームバーグ
【左図】MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの各業種別指数を使用（米ドル・ベース、配当込み）。*Global Industry Classification

Standard（GICS®）（世界産業分類基準）のセクター分類
【右図】本ファンドのリターンは各コースの基準価額を使用。世界株式：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）
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本ファンドの見通し

不安定な展開となる可能性はあるものの、nextWINの相対的な優位性は高まると想定
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上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。
ポートフォリオの内容は、市場の動向等を勘案して随時変更されます。

時点：2020年4月末、出所：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント、ブルームバーグ
*Global Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）の産業グループ分類を使用しています。
比率は「ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー･テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ」の純資産総額比です。
上記の比率は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

大規模な政策支援に加え、新型コロナウイルス感染拡大ペースが鈍化しつつあることなどから、世界株式の

下方リスクは低下したと想定しています。

一方、リスク要因としては、新型コロナウイルス感染拡大の第2波発生および米中対立のさらなる激化が挙げ

られます。しかしながら、nextWINは株式市場全体と比較して、引き続き相対的に底堅く推移することが期待

されます。

主要投資対象ファンドの2020年4月末時点のポートフォリオを産業グループ別にみると、ソフトウェア・サービ

スやインターネットを通じたメディア・娯楽関連企業の比率が高くなっていることがわかります。これらのサービ

スを提供する企業は、サプライチェーン分断の影響を受けにくいことに加えて、サブスクリプション型（定額課

金）の料金体系を採用しており、景気変動の影響を受けにくい企業が多く存在することが特徴です。したがっ

て、足元のような不安定な市場環境においても、ファンダメンタルズの相対的な優位性は高いと考えられます。

一方、半導体やハードウェア関連企業はサプライチェーンの分断により、短期的には悪影響を受ける可能性

があります。しかし、我々の生活の進化に必要不可欠な半導体やハードウェアに対する需要は完全に消える

わけではなく、繰り延べ需要という形で時間差を伴い顕在化すると考えています。

設定来、主要投資対象ファンドでは大きなポートフォリオの変更は行っていませんが、新型コロナウイルスを

巡る懸念を受けて特に大幅に下落した銘柄のうち、ファンダメンタルズが健全で、割安な水準で取引されてい

る半導体銘柄などを一部買い増しています。

nextWINの相対的な優位性

主要投資対象ファンドの産業グループ別構成比率*
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過去のデータは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。
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。

アフターコロナの世界①：テクノロジー化が加速

コロナ危機に伴う企業のクラウド利用計画の変化

小売全体の売上高とEコマース売上高の成長率（年初来累計、前年同期比）

2020年1-3月期に実施した企業187社へのアンケート結果に基づきゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント作成（「変化あり」との回答を基に全体
が100%になるように調整）
出所：Flexera、ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント

新型コロナウイルスの影響で、社会活動が大きな影響を受けていますが、大きな変化の時には必ずビジネス

チャンスが存在するとも言われています。

例えば、中国では2003年のSARS拡大をきっかけとして、Eコマースの普及によりアリババが、メッセンジャー

やオンラインゲームの拡大によりテンセントが、それぞれ急速な成長を遂げました。

今回も、テクノロジー企業は先陣に立って、新たなイノベーションや仕組みを続々と生み出しています。例え

ば、ウーラマ（アリババ傘下）、美団（メイチュアン）などのフード・デリバリー企業は、「無接触配送」をはじめて

おり、このような仕組みは新型コロナウイルスの収束後も定着する可能性は高いと考えられます。また、ド

ローンや自動運転車による「無人配送」も大きく拡大することでしょう。さらに、多くの企業が在宅勤務やウェブ

会議を導入しており、これを機に、遠隔技術の社会への適用が加速していくと想像できます。

実際のデータをみても、Eコマース売上高の相対的な底堅さや、企業によるクラウド利用計画の加速が確認さ

れており、新型コロナウイルスを契機としたテクノロジー化加速の兆しがみられつつあります。この流れは、テ

クノロジー企業に投資を行う本戦略に対して追い風になることが期待されます。
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小売全体が減速するなか、
Eコマースは堅調な成長ペースを維持

小売全体が大幅減少となるなか、
Eコマースはプラス成長を維持
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アフターコロナの世界②：低金利、低成長の環境では「グロース」が希少に
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上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

期間：1998年12月末～2020年4月末（1998年12月末を100として指数化） 出所：ブルームバーグ
バリュー株式とグロース株式は、それぞれMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスのバリュー指数とグロース指数を使用（ともに米ドル・ベース、
配当込み）

「バリュー株式」に対する「グロース株式」の相対株価推移

新型コロナウイルスの影響を受け、足元では低金利、低成長の環境となっています。

このような環境下では、国債から期待されるリターンや、経済成長の企業業績に対する後押しは限定的であ

ると考えられます。したがって、独自の成長要因を有しており、高い成長を実現できる企業の希少価値は高く、

そのような企業の株式に資金が集中することが想定されます。

実際、より高い成長が見込まれる「グロース株式」はこれまでも「バリュー株式」のパフォーマンスを上回って

きましたが、直近ではその傾向が特に顕著にみられています。

今後も、上記の環境が継続する可能性があり、高い成長が見込まれる企業に投資を行う本戦略は優位に立

つことが期待されます。
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過去のデータは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。
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。

組入上位銘柄のご紹介（2020年4月末時点）

①フィデリティ・ナショナル・
インフォメーション・サービシズ

 米国のフィンテック企業。金融機関向けにITシステ
ムを提供しています。また、2019年に決済サービス
大手ワールドペイを買収したことにより、Eコマース
を含む決済分野での拡大も期待されます。

 実際、直近発表された決算では、Eコマース向けの
決済関連事業の堅調さが明らかとなりました。

 収益の大部分が継続的に得られる仕組みとなって
おり（リカーリング・レベニュー）、厳しいマクロ環境
でも相対的に安定した収益が期待されます。

期間：2014年12月末～2020年5月22日
出所：ブルームバーグ

国*1 米国

業種*2 情報技術

組入比率 3.4%

時価総額 815億米ドル
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各銘柄の国、業種、組入比率、時価総額は2020年4月末時点、コメントは2020年5月22日時点
出所：：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント、ブルームバーグ
*1 ブルームバーグが定義するリスク所在国を使用しています。*2 Global Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）のセク
ター分類を使用しています。比率は「ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー･テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ」の純資産
総額比です。

②シー

 東南アジアのテック・コングロマリット。オンライン
ゲーム、Eコマース・サイト、モバイル決済サービス
などを運営しています。

 新型コロナウイルスの影響については、ゲーム事業
とEコマース事業は需要拡大が見込まれることから、
相対的にプラスの影響を受けると考えられます。

 実際、直近発表された決算では、両事業で良好な
伸びが確認され、株価は大幅に上昇しました。

期間：2017年10月19日～2020年5月22日
出所：ブルームバーグ
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過去のデータは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。
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。

組入上位銘柄のご紹介（2020年4月末時点）

③ハブスポット

 米国のソフトウェア企業。同社のマーケティング支
援ツールは、既に中小企業にとっては一般的になり
つつあります。

 直近発表された決算では、1、2月が非常に良好な
内容となった一方、新型コロナウイルスによる影響
を受け、3月は大幅減速となりました。しかしながら、
4月には底打ちの兆しがみられています。

 中長期的には、同社のマーケティング支援ツールに
対する需要は強く、今年の4-6月期以降、業績は改
善に向かうとみています。

期間：2014年12月末～2020年5月22日
出所：ブルームバーグ

国*1 米国

業種*2 情報技術

組入比率 2.6%

時価総額 73億米ドル

株価の推移

④拼多多（ピンドゥドゥ）

 総取引額で中国第3位のEコマース企業。SNSと提
携した共同購入サービスが特徴。

 新型コロナウイルスの影響については、相対的にプ
ラスの影響を受けると考えられます。短期的には、
供給・物流の停止の悪影響があったものの、同社
のEコマース・サイトは中国のロックダウン期間中、
消費者の食料品購入のための重要なチャネルとな
り、サイト利用時間と新規アクティブユーザーの増
加が確認できています。

 中国で物流が再開した3月後半以降、同社の総取
引額には回復がみられています。

期間：2018年7月25日～2020年5月22日
出所：ブルームバーグ

国*1 中国

業種*2 一般消費財・サービス

組入比率 2.6%

時価総額 568億米ドル

株価の推移
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各銘柄の国、業種、組入比率、時価総額は2020年4月末時点、コメントは2020年5月22日時点
出所：：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント、ブルームバーグ
*1 ブルームバーグが定義するリスク所在国を使用しています。*2 Global Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）のセク
ター分類を使用しています。比率は「ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー･テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ」の純資産
総額比です。
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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。

上記のとおり、分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求され
る投資家の場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻
しにより、本ファンドの基準価額が減価することに十分ご留意ください。

収益分配金に関わる留意点

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。したがって、ファンドの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唆するものではあり
ません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基
準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額によっては、分配
金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価
益を含む売買益③分配準備積立金（当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益）④収益調整金（信託の追加設定
の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分）です。
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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。

ファンドの特色

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。

１．日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主としてテクノロジーの活用または発展により
恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資します。投資対象には中小型株
式および新興国株式も含まれます。
テクノロジー、メディア、テレコミュニケーション、サービス等の特定のセクターに集中して投資を行いますが、これらのセクターに限定す
るものではありません。

２．「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資
哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。

３．Aコース（限定為替ヘッジ）、Bコース（為替ヘッジなし）の選択が可能です。

本ファンドは、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・グロー
バル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ」を主要な投資対象とします。
Aコースは、投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則と
して米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。当該投資信託証券において米ドル建て以外の外貨
建資産を保有する場合、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。なお、為替予約取引を行うにあたり取引コストがかか
ります（取引コストとは、為替予約取引を行う通貨と円の短期金利の差が目安となり、円の短期金利の方が低い場合、この金利差分、収
益が低下します。）。
Bコースは、原則として為替ヘッジを行いません。

委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。

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。
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株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスク

本ファンドは日本を含む世界の株式を実質的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
かる価格変動リスク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。特にテクノロジー関連
企業等の株式の下降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大きいと考えられます。また、本
ファンドは、一定の業種に対して大きな比重をおいて投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、
ボラティリティ（価格変動性）が高く大きなリスクがあると考えられます。一般に、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
時点において株価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。

新興国株式市場への投資に伴うリスク
本ファンドの実質的な投資対象には新興国の株式も含まれます。新興国市場への投資には、先進国市場への
投資と比較して、カントリー・リスクの中でも特に次のような留意点があります。すなわち、財産の収用・国有化等
のリスクや社会・政治・経済の不安定要素がより大きいこと、市場規模が小さく取引高が少ないことから流動性が
低く、流動性の高い場合に比べ、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、為替
レートやその他現地通貨の交換に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金
決済上の問題等が挙げられます。その他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られ
ない、あるいは、一般に金融商品市場における規制がより緩やかである、といった問題もあります。

中小型株式への投資リスク
本ファンドの実質的な投資対象には中小型株式も含まれます。中小型株式は、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。

為替変動リスク
本ファンドは、日本を含む世界の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、
米ドル建ての組入れ投資信託証券について、当該投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除き、原
則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。当該投資信託証券におい
て米ドル建て以外の外貨建資産を保有する場合、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。した
がって、当該通貨が米ドルに対し下落した場合は為替差損が発生する場合があります。なお、為替予約取引を
行うにあたり取引コストがかかります（取引コストとは、為替予約取引を行う通貨と円の短期金利の差が目安とな
り、円の短期金利の方が低い場合、この金利差分、収益が低下します。）。

主な変動要因

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

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。
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お申込みメモ

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。

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、ルクセンブルク証券取引所もしくは上海証券取引所の休
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

信 託 期 間 原則として無期限（設定日：2020年2月25日）

繰 上 償 還
各コース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
毎年5月30日および11月30日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2020年6月1日とします。

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

信託金の限度額 各コースについて1兆円を上限とします。

ス イ ッ チ ン グ
販売会社によっては、各コース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。
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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、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
信託財産の運用の指図等を行います。

●野村信託銀行株式会社（受託会社）
信託財産の保管・管理等を行います。

●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

ファンドの費用

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、3.3％（税抜3％）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1.7875％（税抜1.625％）
※運用管理費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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。

※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。
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本資料のご利用にあたってのご留意事項等

■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「当社」といいます。）が作成した資料です。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）」等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。

■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、当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、当社がその正確性・完全性を保証するも
のではありません。

■本資料に記載された過去の運用実績は、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。

■投資信託は預金保険機構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。

© 2020 Goldman Sachs. All rights reserved. <205249-OTU-1202443>
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