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特化型運用

マネックス・アクティビスト・ファンドの受益者の皆様へ

マネックス・アクティビスト・ファンドが一周年を迎えました。これは全て受益者の皆さまの支えが

あってのことです。心から感謝申し上げます。

マネックス・アクティビスト・ファンドは、日本の企業の変革を後押しすることと、受益者の皆さま

の大切なお金の時間あたりのリターンを上げることが、2つの大きなミッションです。

前者の、エンゲージメント活動（企業との対話）を通して日本企業の変革を推進することは、アク

ティビスト運用の醍醐味でありますが、同時に後者の、受益者の皆さまからお預かりしたお金の時間

あたりリターンを上げることに対して、日々とても大きな責任を感じています。

この2つのミッションを同時に実現することが、受益者の皆さまの私たちに対する期待であると認識し

ており、今後も全力で、その実現に取り組んでまいります。

マネックス・アクティビスト・ファンドの設定来一周年のパフォーマンスはとても良好で、国内のア

クティブ運用型の投資信託の中でも有数のもののひとつとして数えられるようになりました。またエ

ンゲージメント活動も着実に進んでおり、各種メディアでのアクティビストに関する特集記事などで

も、主なアクティビストのひとつとして認識されるなど、しっかりとした実績を積み上げつつあり、

注目も受けております。

私としても、より多くの経営陣と直接対話し、また国内外のアクティビスト・ファンド、エンゲージ

メント・ファンドと意見交換することも増え、このファンドの運用に関して、色々な意味で自信を深

めています。

課題としては、良好なパフォーマンスを続けるべく良い運用を行い、かつエンゲージメントを通した

日本企業の改革を推進することはもちろんですが、これらの私どもの広い意味での投資経験を、もっ

と受益者の皆さまと、基準価格の変動を通して以外の方法で、共有することが重要だと考えており、

そのことにしっかりと取り組んでまいります。

今後ともマネックス・アクティビスト・ファンドの活動を更に大きくするよう、チーム一丸となって

邁進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

マネックスグループ株式会社 代表執行役社長CEO

カタリスト投資顧問株式会社 取締役会長

松本 大
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純資産総額（億円）

純資産総額

基準価額（税引前分配金再投資）

基準価額（円）

基準価額（税引前分配金再投資）・純資産総額の推移

過去５期の分配金実績

（税引前・１万口当たり）

※グラフの基準価額（税引前分配金再投資）は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません。

第1期 2021年3月 0円

- - -

- - -

- - -

- - -

設定来累計 0円

※上記分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払いお

よびその金額について保証するものではありません。

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。

あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありませ

ん。分配金が支払われない場合もあります。

ポートフォリオの状況

基準価額および純資産総額

１ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 １年 ３年 設定来

ファンド -0.78% 1.38% 15.83% 28.96% - 28.61%

基準価額の騰落率

12,861 円 12,822 円 7,444 百万円

基準価額 解約価額 純資産総額

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の投資家利回

りとは異なります。

※設定来の騰落率は、当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。

※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※基準価額（１万口当たり）は信託報酬控除後のものです。

信託報酬については「ファンドの費用」をご覧ください。

※基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えると

成功報酬が発生します。

詳しくは「ファンドの費用」をご覧ください。

資産構成比業種構成比 上位５業種

業種 比率

1 情報通信・サービスその他 21.5%

2 電機・精密 12.7%

3 建設・資材 9.3%

4 金融 9.1%

5 自動車・輸送機 8.4%

60.9%　　合計

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

株式組入比率

13,286円

ハイ・ウォーター・マーク

37.7%

15.9%

37.8%

5千億円以下

5千億～1兆円

1兆円以上

資産 比率

株式 91.3%

現金・その他 8.7%

合計 100.0%

デリバティブ 8.9%

マザーファンド

8,956 百万円

純資産総額

個別銘柄の時価総額
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銘柄

■ファンド運用の状況

当ファンドは、2020年6月25日の設定以来、1年を迎え、＋28.61％（2021年６月30日時点）のリターンを上げることがで

きました。受益者の皆様におかれましては、日頃より、当ファンドを応援していただき、深く感謝申し上げます。

１年という節目の月でもありますので、今回の月次レポートでは、改めて「当ファンドの投資戦略」および「なぜ今アク

ティビスト投資が有効な投資戦略なのか」について解説していきたいと思います。

「当ファンドの投資戦略」

アクティビスト投資というのは、上場している企業に対して、「対話」を通じて企業の潜在価値を発現させ、また市場株

価を理論株価に近づける投資手法です。市場には、何らかの原因で、本来持っている企業価値が顕在化しておらず割安に放

置されている銘柄が複数あります。その割安さの原因を分析/特定し、「対話」を通じて企業に変革を促すことで、理論株価

の実現を通じて、受益者の皆様にリターンをお返しするのが基本戦略です。

「なぜ今アクティビスト投資が有効な投資戦略なのか」

2000年代にも日本においてアクティビズムが活発になりましたが、当ファンドでは今こそがアクティビズムが有効な時代

の幕開けであると考えています。その理由は、経営者の経営思想および企業のガバナンス体制が変化しており、アクティビ

ズムが有効な前提条件が形成されつつあると実感している為です。

日本経済の歴史を経営思想とカバナンスの観点で見ると、以下の図のように大まかに3つの局面に分類することができます。

戦後～1990年（高度経済成長～バブル経済）までの第1局面では、日本型経営モデル/Debtガバナンス（債権者がガバナン

スを効かせる状況）が確立された期間です。当時は、人も資金も不足していたため、企業が人材を囲い込む必要性から終身

雇用が形成され、また金融規制により資金は銀行の貸し出しによって供給する仕組みがとられたため、銀行の発言権が非常

に強い構造となりました。この期間の日本は世界にも類を見ない経済発展を遂げ、企業も大きく躍進していた時期である為、

アクティビズムが活躍する余地はさほどなかった時期とも言えます。

1990年～2010年（バブル崩壊からアベノミクス前）までの第2局面では、しばしば失われた20年間と言われます。円高に

よる輸出モデルへの逆風、新興国の台頭という厳しい環境において、バブル崩壊までのあまりにも強い成功体験を持つ多く

のサラリーマン経営者が選んだのは、日本型経営モデルへの固執でした。当時は日本の技術および経営モデルは優れている

が、経営環境が悪すぎるという主張が大宗を占めていました。従来のDebtガバナンスは、バブル崩壊後には銀行もろとも力

を失っており、一方で持ち合い構造は残っていたためEquityガバナンス（株主がガバナンスを効かせる状況）も効かず、経

営者に対する有効なガバナンスが機能していない状態でした。アクティビズムが活躍する意義のあった局面ではあったもの

の、分厚い持ち合い構造と少数株主に耳を傾けることのない経営者により、遂行は困難な時期でした。

投資助言会社からのコメント
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銘柄

銘柄

当ファンドでは、受益者の皆さまの声を投資活動に反映するために、ご意見を募集しております。日本の市場活性化

のために、皆さま奮ってご参加ください。こちらのフォーム（ ）からご記入いただけます。

投資助言会社からのコメント

※当ファンドが投資しているマネックス・アクティビスト・マザーファンドに助言しているカタリスト投資顧問株式会社

からのコメントです。

※上記の見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。また、将来の運用成果等を

お約束するものではありません。

2010年から現在までの第3局面では、経営思想/ガバナンス共に大きな前進を遂げました。経営者の世代交代も進んだこ

とも一因と思われますが、日本型経営モデルへの懐疑から経営の在り方を模索するようになりました。またガバナンス体

制も、持合いの解消が進んだことに加え、アベノミクスの成長戦略の一環としてのコーポレートガバナンス・コードおよ

びスチュワードシップ・コードが定められたことで、国としてEquityガバナンスを推進することが明確になり、経営者と株

主が建設的な対話を行う土壌が漸く完成するに至りました。

当ファンドでは、従前の日本市場は上述の背景から海外に比してアクティビズムが活発でなかったこともあり、投資妙

味のある銘柄が多いことから、当ファンドの戦略に大きな機会があると考えております。受益者の皆様には、引き続きご

支援のほどよろしくお願いいたします。

https://bit.ly/3bSpbja

銘柄

当ファンドは日本経済新聞社が主催する「2020年日経優秀製品・サービス賞」におい

て、「日経ヴェリタス賞」を受賞しました。2020年に日経各紙で掲載された新製品・

サービスの中から候補が選定され（約2万点）、その中から記者が推薦、審査委員会

を経て選ばれました。

カタリスト投資顧問株式会社のウェブサイトです。 https://www.japancatalyst.com/

【月次レポートでの情報開示範囲について】

当ファンドは、エンゲージメント投資を主軸に置いております。エンゲージメント投資は、投資先企業との建設的な対話

を通じて、企業の中長期的な価値向上を念頭に企業の変革を推進していくことで、株主リターンの向上を追求していく投資

アプローチです。そのため、常に対話の相手企業があり、また集中投資戦略であることから、受益者の皆さまに投資および

対話の状況や進捗をつぶさにお伝えすることが難しいと考えております。月次レポートでは、投資先企業名や組み入れ比率

を公表しておりませんが、それは上記のような状況を鑑み、受益者の皆さまの利益の最大化を優先した結果です。投資先企

業の理解を得られ、エンゲージメントについての状況を広く公表できる段階に至った時点では、対話の内容やその成果につ

いてご説明しております。それまでは投資先企業への言及は一定の表現に留めていきたいと考えておりますので、皆さまの

ご理解をいただけますと幸いです。最後に、私たちの行うエンゲージメント活動に個人投資家の皆さまの声を反映させてい

きたいと考えております。ぜひ皆さまのお声を下記フォームからお聞かせ頂けましたら幸いです。引き続きマネックス・ア

クティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）を温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。

■追加情報
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■　ファンドの目的

■　ファンドの特色

■　ファンドの仕組み

■　主な投資制限
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ファンドの目的・特色 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、エンゲージメントを目的として比較的
少数の銘柄へ投資します。

・株式の組入れ対象は、潜在的企業価値に対して株価が著しく安価に放置された企業を中心とします。

・企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面（ESGを含みます。）

からの視点を統合的に取り入れます。

・ボトムアップ手法に加えて、適宜、投資家の需要、市場の歪みなどのマーケットインサイトと組み合わせて

ポートフォリオを構築します。

対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント（対話）や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的

な向上を目指します。

・投資効率も勘案の上、複数年に渡って投資/エンゲージメント（対話）を実施します。

・その結果、企業の株価が想定する適正株価に達した場合には、投資回収を行います。

マザーファンドは、カタリスト投資顧問株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。

ファミリーファンド方式により運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者皆さまからの資金をまとめてベビーファンドとし、マザーファンド
に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

※ 委託会社は、本ファンドと同じマザーファンドに投資を行うベビーファンドを私募投資信託にて設定・運用を行ってお
ります。当該私募投資信託の購入・換金等に伴う資金変動等により、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、
本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。また、本ファンドと当該私募投資信託は異なるファンドであるため、
ファンドに係る開示等に差異が生じる可能性があります。

・マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

・株式への実質投資割合には、制限を設けません。

・株式以外の資産への実質投資割合は、信託財産総額の50%以下を原則とします。

・投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除く）への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の5％以下とします。

当ファンドは、マネックス・アクティビスト・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
受益証券への投資を通じて、主に日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を
目指します。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行

者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金

と異なり、投資元本は保証されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資

元本を割込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

■主な基準価額の変動要因

株価変動リスク

株式の価格は、国内及び国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影

響を受け変動します。株式の価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。

信用リスク

有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化、倒産等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、

損失を被ることがあります。

流動性リスク

有価証券などを売却または購入する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を

行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあ

り、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

デリバティブのリスク

デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相互関係性や流動性を欠く可能性、

証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。実際の価額変動が見通しと異なった場合に、ファ

ンドが損失を被ることがあります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

ファンドの目的・特色 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

原則として、毎年3月10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。
・分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
て、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものでは
ありません。分配金が支払われない場合もあります。
・当ファンドは、信託財産の成長を優先するため原則として分配を抑制する方針とします。（ただし、基準価
額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

投資リスク ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

●マザーファンドは特化型運用を行います。

特化型運用とは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められた、ファンドの

純資産総額に対する比率（１０%）を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する運用のことを言います。

●マザーファンドの実質的な国内株式市場における投資対象候補銘柄には、構成割合が１０%を超える、もしくは超える

可能性の高い銘柄が存在します。そのため、当ファンドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の１０％を超えて組

入れる可能性があります。特定の銘柄への投資が集中することによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化な

どが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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※9ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産保留額を差し引いた額

購　入　単　位

購　入　価　額

購　入　代　金

換　金　単　位

換　金　価　額

販売会社が定める単位

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が指定する期日までに購入代金をお支払いください。

販売会社が定める単位

原則として換金受付日から起算して ５営業日目から販売会社にてお支払いします。

原則として販売会社の毎営業日の午後 ３時までとします。

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。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・

換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

無期限です。（設定日２０２０年６月２５日）

換　金　代　金

申 込 締 切 時 間

換　金　制　限

購入・換金申込受付の

中止および取消し

信　託　期　間

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があり

ます。

①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

②受益権口数が １０億口を下回ることとなった場合

③やむを得ない事情が発生した場合

原則として毎年 ３月 １０日（休業日の場合は翌営業日）

※初回決算日は２０２１年３月１０日

毎決算日に、収益分配方針に基づき、分配を行います。

※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として５営業日までにお支払いを開始します。

※「分配金けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

※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。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。

※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

繰　上　償　還

決　　算　　日

収　益　分　配

課　税　関　係

お申込みメモ ※お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

■収益分配は、計算期間中に発生した運用益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる
場合があります。従って、収益分配金の水準は、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。
■受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
■収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下
落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、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。

その他の留意事項

■当ファンドの資産規模に対して、大量の購入申込みまたは大量の換金申込みがあった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異
なる可能性があります。
■当ファンドは、投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合が
あります。
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支払先 内訳

委託会社
年率１.１0％

(税抜１.00％)

販売会社
年率１.０６7％

(税抜０.97％)

受託会社
年率０.０３３％

(年率０.03％)

※9ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

当ファンドの運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指

図の実行等の対価

その他費用・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。

　・組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料

　・監査法人等に支払われる当ファンドの監査にかかる費用

　・その他信託事務の処理にかかる諸費用等

上記費用のうち、監査費用は毎日計上され、第2計算期間以降の毎計算期間の6か月終了日および毎計算期末

または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

当ファンドの

運用管理費用

（信託報酬）

当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の総額は、（１）基本報酬に（２）成功報酬を加算して得た額とし

ます。運用管理費用（信託報酬額）は、毎日計上され、第２計算期間以降の毎計算期間の6か月終了日および

毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

（１）基本報酬

ファンドの日々の純資産総額に対して年率２.２０％（税抜２.００％）

基本報酬額＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

（２）成功報酬

主な役務

当ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算

出、目論見書等の作成等の対価

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管

理等の対価

購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口あたり1円）に３.３％（税抜３.０％）を上限と

して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。※詳しくは販売会社までお問い合せください。購

入時手数料は、商品説明及び販売の事務手続き等の対価として販売会社が受け取るものです。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.３％を乗じて得た額とします。

　投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの費用

※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。

委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式を用いた成功報酬額を受領します。

査定方法は、ファンドの毎計算日における前営業日の１０，０００口当たりの基準価額がハイ・ウォー

ター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に２

２％（税抜２０%）の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を１０，０００で除して得た額

を乗じて得た額を計上します。

ハイ・ウォーター・マークは、設定日は１０，０００円（１０，０００口当たり）とし、設定日の翌営

業日以降、毎計算日において、成功報酬の算出基準となる当該日（成功報酬計算日）の前営業日の基準価

額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マー

クは当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、

決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整

されるものとします。

投資者が直接的に負担する費用
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■委託会社 マネックス・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第2882号 

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会

■受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

■販売会社 以下の「取扱い販売会社について」をご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、委託会社または以下の販売会社へお申し出ください。

日本証券

業協会

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

一般社団

法人金融

先物取引

業協会

備考

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第165号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第195号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第44号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第61号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第164号 ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

　※○印は協会への加入を意味します。

　※販売会社については、今後変更となる場合があります。

本資料についての留意事項

金融商品取引業者等の名称 登録番号等

マネックス証券株式会社

auカブコム証券株式会社

株式会社新生銀行

楽天証券株式会社

株式会社SBI証券

松井証券株式会社

ファンドの関係法人

委託会社の照会先

【電話番号】 ０３－６４４１－３９６４（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】 ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｍｏｎｅｘ‐ａｍ．ｃｏ．ｊｐ/

取扱い販売会社について

○本資料はマネックス・アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。投資信託の取得にあたっては、投資信託説明
書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
○投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、
組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保
証のいずれもありません。
○本資料掲題データは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、
その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データについてはあくまでも過去の実績であ
り、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料における見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証
券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいず
れもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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