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MUGC GSケイマン･ファンド

GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
米ドルクラス／米ドルクラス（為替ヘッジあり）／豪ドルクラス／円クラス（為替ヘッジあり）
ケイマン籍／オープン･エンド契約型外国投資信託

市場動向と今後の見通し

概要

 本ファンドは設定来で、相対的に低位なリスク水準で、良好なリターンを実現

 投資適格級でありながら相対的に高い、魅力的な利回り水準

 割安感のある主要銀行が発行するハイブリッド証券に加え、事業会社が発行する証券にも注目

販売用資料
2020年11月

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。
最大累積下落率は過去のデータに過ぎません。実際には、投資元本の大幅な毀損や全損が生じる場合があります。 1

設定来のパフォーマンスについて

本ファンドは設定来堅調に推移してきたものの、2020年2～3月に新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の

影響を受け、多くの資産と同様に調整を余儀なくされました。しかしその後は、オーストラリアを含む先進各国の

大胆な財政・金融政策が好感されたことなどから、本ファンドも落ち着きを取り戻しつつあります。

グローバルの主要資産と比べると、本ファンドの年率リスクは低水準かつ、最大累積下落率は限定的であり、リ

スクを抑えつつリターンを獲得してきたことが確認できます。

本ファンド（豪ドルクラス）と主要資産のパフォーマンス

（年/月）

本ファンド（豪ドルクラス）と主要資産の最大累積下落率

累積
リターン

年率
リスク＊

本ファンド
（豪ドルクラス）

37.7% 3.1%

米国国債 23.4% 3.6%

グローバル・
ハイブリッド証券

52.6% 6.6%

グローバル・
ハイ・イールド社債

48.5% 7.7%

新興国国債
（現地通貨建て）

-3.1% 11.3%

先進国株式 113.9% 12.8%

期間：2012年9月26日（設定日）～2020年10月末（上図は2012年9月26日を100として指数化） 出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
本ファンド（豪ドルクラス）：GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド豪ドルクラス（1口当たり分配金再投資純資産価格）、米国国債：FTSE米国債指数、グローバル・ハイブ
リッド証券：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・キャピタル証券インデックス、グローバル・ハイ・イールド社債：ブルームバーグ･バークレイズ･グローバル・ハイ･イールド
社債指数、新興国国債（現地通貨建て）：JPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド、先進国株式：MSCIワールド指数（配当込み）
本ファンド（豪ドルクラス）は豪ドル・ベース、それ以外は米ドル・ベース 最大累積下落率とは、当該期間における最高値からの最大下落率を示します。

本ファンド（豪ドルクラス）は

リスクを抑えつつリターンを

獲得してきたことが確認できます

＊設定月末以降の月次データを用いて算出
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2
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。

本ファンドのご提供クラス

オーストラリアの他資産比でも魅力的なパフォーマンス

期間：2012年9月末～2020年10月末 出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
本ファンド（豪ドルクラス）：GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド豪ドルクラス（1口当たり分配金再投資純資産価格）、オーストラリア長期国債：ブルームバーグ・オースト
ラリア国債10年超指数、オーストラリア株式：ASX200指数（配当込み） すべて豪ドル・ベース
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（豪ドルクラス）と国債/株式とのパフォーマンス比較

本ファンド（豪ドルクラス）は、オーストラリア長期国債やオーストラリア株式と比較してもリスク水準が低く、投資

効率（リスク当たりリターン）は高い水準となっています。

各クラスの概要

本ファンドでは、ご投資家のニーズに合わせて、4つのクラスからお選びいただけます。

ファンド
購入通貨

投資対象の
通貨

為替ヘッジ
実質的な為替リスク
（購入通貨から見たリスク）

3ヵ月物
短期金利差*

豪ドルクラス 豪ドル 豪ドル なし なし -

円クラス
（為替ヘッジあり）

円 豪ドル あり
（円⇔豪ドル）

原則なし
-0.16%

（為替ヘッジ・コストの
目安）

米ドルクラス 米ドル 豪ドル なし
豪ドル/米ドル

※豪ドル高（対米ドル）になると
1口当たり純資産価格は上昇

-

米ドルクラス
（為替ヘッジあり）

米ドル 豪ドル あり
（米ドル⇔豪ドル）

原則なし
0.16%

（為替ヘッジ・プレミアム
の目安）

2020年10月末時点
*ファンド購入通貨の短期金利から豪ドル短期金利を引いた短期金利差は、想定為替ヘッジ・プレミアム/コストの目安となります。

本ファンド
（豪ドルクラス）

オーストラリア
長期国債

オーストラリア
株式
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8.2年 7.2年
6.0年

-0.2年

8.0年

3.8年

0.3% 0.6%

2.3%
3.7%

5.2% 5.8%

3
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。

魅力的な利回り水準と短いデュレーション

新型コロナウイルスの感染拡大などを背景に、低金利環境は今後も継続することが見込まれるため、利回り

追求（サーチ・フォー・イールド）の動きが継続される可能性は高く、相対的な利回り水準の高さと、投資適格

級、そして前述の安定的で堅調なパフォーマンスを兼ねそろえたオーストラリア・ハイブリッド証券は魅力的な

資産の一つであると考えられます。

先進国国債
オーストラリア

国債
グローバル・
ハイブリッド証券

オーストラリア・
ハイブリッド証券*

新興国債券
（米ドル建て）

米国ハイ・
イールド社債

平均
格付け

AA AAA BBB+ BBB- BBB- BB-

投資適格級債券

主要債券セクターの利回りおよび格付け比較

時点：2020年10月末 出所：ブルームバーグ、 JPモルガン、FTSE、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
先進国国債：FTSE世界国債指数（除く日本）、オーストラリア国債：FTSE世界国債指数（オーストラリア）、グローバル・ハイブリッド証券：ブルームバーグ･バークレイズ・グロー
バル・キャピタル証券指数、新興国債券（米ドル建て）：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド、米国ハイ・イールド社債：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イー
ルド社債指数 *オーストラリア・ハイブリッド証券については本ファンドが投資対象とするマスター・ファンドのポートフォリオに組入れられた証券の平均利回り（含むキャッシュ）
平均格付けおよびデュレーションです。本ファンドの分配金利回り、平均格付けおよびデュレーションではありません。また、オーストラリア・ハイブリッド証券およびグローバル・
ハイブリッド証券の利回りは繰上償還利回りを表示しています。繰上償還利回りとは、証券の満期前に発行体より償還（コール）もしくは買い戻され、繰上償還日に投資家が償
還金の支払いを受ける場合の利回りをいいます。繰上償還の実施は発行体の任意で行われるため、必ず繰上償還日に償還されるとは限りません。したがって、実際に得られ
る利回りは上図で示した利回りを大きく下回ることがあります。上記は、オーストラリア・ハイブリッド証券を除き、インデックスの利回り、平均格付けおよびデュレーションです。
上記の格付けは、原則としてS&Pの格付けを採用しています。ムーディーズの格付けはS&Pの表記方法で記載しています。運用管理費用等の諸費用は考慮されておりません
のでご留意ください。上記の利回りは、将来大きく変動することがあります。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや税金、流動性等の市場要因は考慮されてお
りませんので、実際の取引結果とは異なります。上記の数値は、ファンドの運用利回り等を示唆または保証するものではありません。

先進国国債
オーストラリア

国債
グローバル・

ハイブリッド証券
オーストラリア・
ハイブリッド証券*

新興国債券
（米ドル建て）

米国ハイ・
イールド社債

主要債券セクターのデュレーション比較

低金利環境は一定期間続くとみられるものの、中長期的には景気回復に伴って金利水準は上昇することが

見込まれることから、投資家の皆様のポートフォリオにおける金利上昇に対するリスクを軽減しておくことは重

要と考えられます。

オーストラリア・ハイブリッド証券は変動金利債が中心で、金利動向が債券価格に与える影響は限定的である

ため、これを活用することで、ポートフォリオのリスク特性の改善が見込めます。実際、オーストラリア・ハイブ

リッド証券の金利の変化に対する債券価格の感応度を示すデュレーションは0年近辺で、金利上昇、低下局

面問わず、安定したパフォーマンスが期待できる資産であると考えられます。

デュレーション
は0年近辺
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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。経済、市場等に関する予測は資料作成
時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。

RBA（オーストラリア準備銀行）が追加金融緩和策を実施

オーストラリア経済は力強い回復が見込まれる

RBAは11月3日の理事会において、コロナ禍からの回復

を目的とし、追加金融緩和策を公表しました。利下げおよ

び量的緩和を含む強力な緩和策からは、長期ゾーンも含

む幅広い金利の低下が想定されます。

このことは経済を下支えすると共に、豪ドルの上値を抑え

る要因になるとみています。一方、日本円については、欧

米での新型コロナウイルス感染再拡大を背景に、需要が

高まることも想定されます。そのため、豪ドルに働く下方

圧力については、対日本円では相対的に大きくなると考

えられます。

オーストラリアでは、2020年7-8月に新型コロナウイルス

感染の第2波が広がったものの、足元の新規感染者数

は、欧米と比較して大幅に減少しています。感染拡大が

落ち着くなか、移動制限をはじめとする規制も徐々に緩

和されており、オーストラリア経済は正常化に向け歩みを

進めています。

失業率が7月のピークから低下していることや、消費者心

理の改善などのマクロ指標からは、今後のさらなる個人

消費の拡大が想定されます。この拡大にけん引される形

で、本ファンドの実質的な運用を行うヤラ・ファンズ・マネ

ジメント・リミテッドでは2021年のGDP（国内総生産）につ

き、前年比+6.0%の力強い成長を見込んでいます。ただ

し、中国との政治的緊張の高まりについてはリスク要因

として注視しています。

RBAによる追加金融緩和の一部

 政策金利および3年物国債の利回り誘導
目標を、0.25%から0.10%に引き下げ

 少なくとも今後3年間は利上げを行わない
方針を表明

 今後6ヵ月間で償還期間が5~10年程度の
国債および州政府債を合計1,000億豪ド
ル買い入れ

ほか

時点：2020年11月3日 出所：RBA（オーストラリア準備銀行）
政策金利：オフィシャル・キャッシュレート（銀行間翌日物金利）

新型コロナウイルスの新規感染者数

期間：2017年9月～2020年9月
出所：ブルームバーグ

期間：2017年9月～2020年10月
出所：ブルームバーグ

小売売上高と消費者信頼感指数失業率
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新型コロナウイルスの新規感染者数は7⽇間移動平均
期間：2020年1月末～2020年10月末、出所：ブルームバーグ

2020年7月
7.5%
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5
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。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。

今後の見通しと運用方針

2020年2～3月の下落以降、本ファンドは若干の出遅れ、しかし着実に回復は継続

主要銀行が発行するハイブリッド証券の割安さに注目、足元では事業会社にも投資

ご参考：オーストラリア主要銀行の利回り格差（スプレッド）の倍率の推移

（倍）

新型コロナウイルスの感染拡大前は
シニア債対比でその他Tier1の利回り格差は

4倍程度、Tier2の利回り格差は2倍程度で推移

その他Tier1/Tier2 のシニア債対比で
の出遅れが明確に

（年/月）

期間：2019年6月20日～2020年9月10日、出所:ブルームバーグ、ヤラ・キャピタル・マネジメント
上記は以下の債券の利回り格差を使用。シニア債：オーストラリア・コモンウェルス銀行（2024年満期）、その他Tier1：オーストラリア・コモンウェルス銀行（2024年満期）、
Tier2：ナショナル・オーストラリア銀行（2024年満期）

7.8倍

4.3倍

新型コロナウイルスの感染拡大を契機としたリスクオフでの本ファンドの下落は、他資産と比べて限定的だった

ものの、その後の反発には若干の出遅れ感があります。この出遅れの要因は、①中央銀行の直接的なサポー

トが無かった点（米国では、投資適格社債の買い入れが実施されるなどクレジット資産が軒並み買われた一方、

オーストラリアではこのような直接的なサポートが無い）や、②私的年金制度であるスーパーアニュエーションか

らの早期引き出しが認められ、運用されていた資産の売却が加速した点、などが挙げられます。

ただしその後は、株式市場で変動性が大きくなった局面でも、本ファンドは着実に上昇しており、今後、オースト

ラリアの力強い経済回復と共に堅調な推移が期待されます。

本ファンドでは、オーストラリアの金融機関が発行するハイブリッド証券を多く組入れており、足元の投資機会と

して、銀行が発行するハイブリッド証券の割安さに注目しています。オーストラリアの主要銀行が発行するハイ

ブリッド証券のシニア債＊対比でのスプレッドは、通常時より拡大した水準となっており、リスク対比で魅力的なリ

ターンが期待できると考えています。

また、足元では事業会社が発行するハイブリッド証券にも、相対的に魅力的な性質のものが発行され始めてお

り、新たに本ファンドに組入れています。ハイブリッド証券の発行を検討している企業は増えていることから、本

ファンドにおける投資機会が増えることが期待されます。

今後については、流通市場で割安に取引されている銘柄や、新規発行銘柄の組入れに注力します。ハイブリッ

ド証券の起債については、今後も活発な状況が継続するとみており、引き続き新規発行および流通市場の状況

を注視しながら、特にリスク対比で高い利回りを提供するハイブリッド証券の発掘に注力します。

＊債券の発行に関して、リスクが異なる証券が複数設定される場合の、信用力が最も高い（リスクが最も低い）もの。
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円クラス（為替ヘッジあり）および米ドルクラス（為替ヘッジあり）で為替ヘッジを行う際には、各通貨の短期金利

差が為替ヘッジ・プレミアム/コストの目安となります。

円クラス（為替ヘッジあり）の
想定為替ヘッジ・コストの推移

米ドルクラス（為替ヘッジあり）の
想定為替ヘッジ・プレミアム/コストの推移

想定為替ヘッジ・プレミアム/コスト

プ
レ
ミ
ア
ム

コ
ス
ト

オーストラリア短期金利

米国短期金利

想定為替ヘッジ・
プレミアム/コスト

（年/月）

プ
レ
ミ
ア
ム

コ
ス
ト

オーストラリア短期金利

日本短期金利

想定為替ヘッジ・コスト

期間：2012年9月末～2020年10月末 出所：ブルームバーグ
円クラス（為替ヘッジあり）の想定為替ヘッジ・プレミアム/コストは、円3ヵ月物金利からオーストラリア3ヵ月物金利を引いた日豪短期金利差から算出しています。米ドルクラス
（為替ヘッジあり）の想定為替ヘッジ・プレミアム/コストは、米国3ヵ月物金利からオーストラリア3ヵ月物金利を引いた米豪短期金利差から算出しています。

オーストラリアの金利環境

（年/月）

期間：2010年12月末～2020年9月末
出所：ブルームバーグ

オーストラリア消費者物価指数（前年同期比）

（年/月）

オーストラリア政策金利と10年国債利回り

（年/月）

RBAは、2020年11月3日に利下げを決定し、オーストラリアの政策金利は過去最低水準の0.10%となりました。

足元のインフレ率は、中央銀行の目標である2-3%を大きく下回っていることから、現在の金利水準が一定期間

継続することが見込まれます。

期間：2010年12月末～2020年11月3日
出所：ブルームバーグ

10年国債利回り

政策金利

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。

中央銀行
目標値

0.10%
2020年11月3日時点
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分配金に関する留意事項

※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。

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、1口当たり純資産価格は下がります。

分配金は、分配期間（注）中に発生した収益（投資対象資産から生じる利息および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、当月分配日の1口当たり純資産価格は前月分配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、必ずしも分配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。

（注）分配期間とは、分配日の翌日から次の分配日までの期間を指します。

*上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。
*上記は便宜的に豪ドルでのみ表示していますが、米ドルクラス、米ドルクラス（為替ヘッジあり）および円クラス（為替ヘッジあり）の場合も同様です。

投資家のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、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。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の対象
となります。ファンド購入後の1口当たり純資産価格の値上がりが、支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に
元本の一部払戻しに相当することがあります。

（注）分配金に対する課税については、交付目論見書の「手続・手数料等」の「税金」をご参照ください。

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１口当たり純資産価
格が減価することに十分ご留意ください。
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分配金に関する留意事項（続き）

※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。

数年間にわたって純資産価格が下落した場合
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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

1. 本ファンドは、主として豪ドル建てのハイブリッド証券（期限付劣後債、永久劣後債、優先証券）およ

び普通社債等に分散投資を行い、利子収入（インカム・ゲイン）と債券元本部分の売買益および評
価益（キャピタル・ゲイン）の獲得をめざします。

2. 4つの通貨クラスからお選びいただけます。

3. 原則として、毎月10日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日）に収益の分配が行われます。

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。
運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

■実質的な運用はマスター・ファンド（アイルランド籍外国投資法人ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・
ファンズ・ピーエルシー - オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ）を通じて行います。

米ドルクラス：（米ドル建て）豪ドル建て資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

米ドルクラス（為替ヘッジあり）：（米ドル建て）豪ドル建て資産に対して原則として対米ドルで為替ヘッジを行います。

豪ドルクラス：（豪ドル建て）為替ヘッジは原則として行いません。

円クラス（為替ヘッジあり）：（円建て）豪ドル建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジを行います。

管理会社、その他関係法人

： ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

： MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.
： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド
ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッド

： ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
： ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー

： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
：販売会社については、最終頁の販売会社一覧でご確認いただくか、あるいは下記の照会先まで

お問い合わせください。

管 理 会 社

副 管 理 会 社
投 資 顧 問 会 社

副 投 資 顧 問 会 社

受 託 会 社

代 行 協 会 員
販 売 会 社

保管会社・管理事務代行会社および名義書換事務代行会社

ファンドの仕組み

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp
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投資リスク

※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。

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドが投資するマスター・ファンドは、豪ドル建てで発行される、ハイブリッド証券
および普通社債を主な投資対象としています。これにより、金利変動等による組入証券の価格の下落や、発行体の倒産
や財務状況の悪化等の影響により、1口当たりの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。

なお、円クラス（為替ヘッジあり）以外の外貨建てクラスの場合、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合で
も、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、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、1口当たりの純資産価格の下落や為替相場の変動により、投資元金
が割り込み損失を被ることがあります。運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属します。

信用リスク
債券の発行体の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政上の問題、経営不振、その他の理
由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格
付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、本ファンドの純資産価額が下落する
可能性があります。

流動性リスク
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、資産を、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リスクをいいます。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、本ファン
ドの純資産価額が下落する可能性があります。本ファンドが実質的に投資対象とするハイブリッド証券は、一般に市場に
おける流動性が相対的に少ないため、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。

金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、本ファンド
の純資産価額が下落する可能性があります。

ハイブリッド証券の投資リスク
ハイブリッド証券への投資には、普通社債への投資と比較して、次のような固有のリスクがあり、価格変動リスクや信用
リスクは相対的に大きいものとなります。

①劣後リスク（法的弁済順位が劣後するリスク）

一般にハイブリッド証券の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。したがって、発行体が破綻等に陥った場合、他の優
先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません（法的弁済順位の劣後）。またハイブリッド証券は一般に普
通社債と比較して低い格付けが格付機関により付与されていますが、その格付けがさらに下落する場合には、ハイブリッド証券の価格が大
きく下落する可能性があります。

②繰上償還延期リスク
一般にハイブリッド証券には、満期日のある期限付劣後債や、満期日のない永久劣後債、優先証券などがあります。ただし、これらの証券に
は一般に繰上償還（「コール」と呼ぶことがあります。）条項が付与されており、繰上償還日に償還されることを前提として取引されています。
市場環境等の要因によって、予定された期日に元本の繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合に
は、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。

③利払い変更リスク
一般にハイブリッド証券には、利息または配当の変更条項を有する証券があります。これらの証券においては、発行体の財務状況や収益動
向等の要因によって、利息または配当が支払われない可能性や支払いが繰延べられる可能性があります。

④規制環境の変化に関するリスク
ハイブリッド証券は、規制当局や格付機関の認定基準に依存しており、当該規制や基準の変更がハイブリッド証券市場に大きな影響を及ぼ
す可能性があります。

為替変動リスク
外貨建てクラスの場合、各表示通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投
資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。円クラス（為替ヘッジあり）は、円に対する豪ドルの為替変動が
ヘッジされるように、また米ドルクラス（為替ヘッジあり）は、米ドルに対する豪ドルの為替変動がヘッジされるようにめざし
ますが、為替ヘッジ取引が効果的である保証はありません。その結果、円クラス（為替ヘッジあり）および米ドルクラス（為
替ヘッジあり）は、豪ドルで発行された投資対象（サブ・ファンドの資産）との間の為替変動の影響を受ける場合がありま
す。サブ・ファンドの資産は豪ドル建てです。よって、米ドルクラスの価値は、組入資産のパフォーマンスにかかわらず、
米ドル／豪ドルの為替変動の影響を受けます。
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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

設 定 日

信 託 期 間

フ ァ ン ド 営業日

収 益 分 配

■ファンド概要

■購入

購入時手数料

米ドルクラス、豪ドルクラス、円クラス（為替ヘッジあり）：2012年9月26日（水）

米ドルクラス（為替ヘッジあり）：2018年3月28日（水）
2022年9月30日（金）まで

ロンドン、ニューヨーク、シドニー、メルボルンおよび東京において銀行が営業している日で、かつ、ロンドン
証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所が営業をしている日、または管理会

社および受託会社が定める日
原則として、毎月10日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日）に収益の分配が行われます。

※運用状況によっては分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

毎ファンド営業日の午後3時まで受付けます。

購入申込日の翌ファンド営業日の１口当たり純資産価格
販売会社によって異なります。くわしくは、販売会社にご照会ください。

国内約定日(販売会社が購入注文の成立を確認した日）から起算して4国内営業日目

純資産総額に対して年率上限1.73％（投資顧問報酬0.80％、販売会社報酬0.80％、管理報酬0.05％、受

託報酬0.01％、代行協会員報酬0.03％、管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬上限0.04％）
がかかります。

設立費用、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等
本ファンドは、マスター・ファンドの無報酬クラスに投資しており、マスター・ファンドの投資顧問報酬は負担

しませんが、その他の報酬（年率0.06％を上限とする管理事務代行報酬および保管報酬が含まれます。）
および費用を負担します。

上記その他の費用・手数料は、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。

購 入 申 込

購 入 価 格
購 入 単 位

払 込 期 日

■換金（買戻し）

換 金 申 込

換 金 価 格
換 金 単 位

お 支 払 日

■お客さまの費用

※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。

換 金 手 数 料

信託財産留保額

毎ファンド営業日の午後3時まで受付けます。

換金申込日の翌ファンド営業日の1口当たり純資産価格
0.01口以上0.01口単位

ただし、日本における販売会社は、これと異なる最低換金単位を定めることがあります。
国内約定日（販売会社が換金（買戻し）注文の成立を確認した日）から起算して4国内営業日目

購 入 時 の 費 用

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運 用 管 理 費 用

（ 管理報酬等 ）

その他の費用・
手 数 料

購入金額に応じて、購入価格に4.4％（税抜4.0％）を上限とする日本における販売会社が定める手数料率

を乗じて得た額とします。

換 金 時 の 費 用

為替に関する留意点

税 金

なし

なし

本ファンドの購入・換金にあたり、円貨と外貨を交換する際には、販売会社の決定する為替レートによるものとします。くわしく
は、販売会社にご確認ください。

分配金、換金代金、償還金には税金（課税対象の場合）がかかります。本ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として
取扱われます。
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