情報提供資料
2016年11月

あおぞら・
世界配当成長株ベガ・ファンド
（毎月分配型）追加型投信/内外/株式

愛称：

くらだし

皆さまのご愛顧のおかげで

設定１周年を迎えることができました
日頃より「くらだし」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンドは、おかげさまで設定１周年を迎えることができました。
この節目を機に設定後１年を振り返り、ファンドの状況等についてご報告いたします。
～当社運用部からのメッセージ～
この度、「くらだし」は設定から1周年を迎えました。この間、大幅な円高ドル安や株式市場の急激な
変動があり、基準価額が低迷する結果となっています。
そこで、今一度、このファンドの運用戦略の中長期的な魅力をご理解いただくことで、「くらだし」のなお
一層のご愛顧につながればと考え、このレターを作成いたしました。
本ファンドのコンセプトを要約すると以下のようになります。
• S&P配当貴族指数採用銘柄を中心に、今後も成長と増配が期待でき、本来的価値に比べて
割安と判断される先進国のエクセレントカンパニーの株式に選別投資を行います
• 株式および通貨のカバードコール戦略によって、値上り益の全部または一部を放棄する代わりに
オプション・プレミアムを得ることで、ボラティリティ（変動性）の軽減を目指します
• 相対的に高い株式配当収入に加え、株式と通貨のオプション・プレミアムという3つのインカムゲイ
ンを得ることで、「運用しながら引出す」ことを目指します
本ファンドの組入れファンドを運用するTCWアセット・マネジメント・カンパニー（以下、TCW）、ポー
トフォリオマネジャーのイマーン・ビルバンロウ博士も「設定からこの1年は市況環境が戦略と合致せず、
ご心配をお掛けしましたが、株式は長期的にはプラスのリターンをもたらし、加えて、相対的に配当利
回りが高いクオリティグロース株式（安定成長株）はボラティリティが低く、カバードコール戦略を組
合せることで安定性を増し、リターンも押し上げられると考えます。数年の投資期間でお考えいただ
ければご期待に沿えると思います。」と述べております。
攻めと守りのインカム追求の「くらだし」を引続きよろしくお願いします。
運用部長 チーフ・インベストメント・オフィサー 桑田 陽一
運用部 副部長 高橋 誠一郎
P.5の「投資リスク」およびP.6の「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）
設定来の運用実績
■基準価額と純資産総額の推移（2015年10月30日（設定日）～2016年10月31日）
（億円）
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・左記の基準価額の推移は、設定日前日2015年10月29日
を10,000円として計算しています。
・基準価額の推移は、本ファンドの信託報酬控除後の価額で
す。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（課税前）を再投
資したものとして計算しています。
・左記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を
示唆あるいは保証するものではありません。

■基準価額の主な変動要因
ファンド全体

変動要因内訳

基準価額 分配金
要因
増減額

設 定 来 の 基 準 価 額 は1 1 . 1 % （ 信 託 報 酬 控
除後、分配金再投資）の下落となりました。
為替要因が大幅にマイナス寄与だったことに
加 え 、 配 当 成 長 株 要 因 のマ イ ナ ス 寄 与 が 主
な下落要因ですが、オプション戦略について
は、通貨オプションがプラス寄与となったことで、
一部が相殺されました。

分配金込 （うち、配当 （うち、オプショ （うち、 （うち、オプション その他の
要因
基準価額の 成長株式 ン戦略要因 為替要因） 戦略要因
<株式>）
<通貨>） （信託報酬等）
要因）
増減

・左記の基準価額の主な変動要因は、基準価額に与えた
影響をご理解いただくためにあおぞら投信株式会社（以
下「当社」ということがあります。）が簡便的に計算した概
算値であり、その正確性、完全性等を保証するものではあ
りません。

投資環境＜株式市場と為替市場＞
＜株式市場＞設定（2015年10月末）後の米国株式市場は利上げの警戒感から下落傾向となり、また、2016年2月にかけては原油相場が
大幅に下落したことから世界経済の成長に対する減速懸念が強まり大幅に下落しました。本ファンドの主要投資対象である配当成長株は、 FRB
（米連邦準備制度理事会）による利上げ懸念から市場全体のリターンを下回りました。その後、日銀によるマイナス金利導入やECB（欧州中
央銀行）による追加的金融緩和策に加え、FRBも利上げに対して慎重なスタンスを明確にするなど、主要国の金融当局が景気減速懸念への対
処を表明したことを受けて上昇しました。
後半は予想外の英国のEU（欧州連合）離脱の結果を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり一時的に急落しましたが、米国景気の底堅さを
示す経済指標が続き米国株式市場が過去最高値を更新するなど堅調に推移しました。一方、FRBの年内追加利上げや欧州金融システムへの
警戒感から上昇幅は限定的でした。配当成長株は、米国利上げ懸念から市場全体の上昇率に対して若干下回りました。
＜為替市場＞ファンド設定当初のドル円為替レートは米利上げ観測から円安傾向でしたが、FRBが利上げを実施した後、世界経済の減速懸念
からリスク回避姿勢が強まったことを受けて円高に転じ、また2016年4月末に日銀が追加緩和を見送ったことや、6月に英国のEU離脱を巡って投
資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、更に円高が進行しました。10月にかけては堅調な米景気指標が続いている上、FOMC（米連邦
公開市場委員会）メンバーが年内利上げに前向きな発言を繰り返していることから米国債利回りが上昇する中、日米金利差拡大への期待が高
まり、ドル円為替レートは円安方向に転じました。
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、MSCI Inc.指数はいずれも配当込み、米ドルベース。
*S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。
上記は2015年10月29日を10000として指数化しております。
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運用状況
図１ 業種別の市場リターン比較

（2015年10月末～2016年10月末）

10%

○本ファンドの設定来の運用状況は以下のとおり
です。
保有比率が高かった業種のパフォーマンスが振るわ
なかったことや、金利低下により買われた公益事業
などの銘柄(高配当・低成長)の保有を見送ってい
たこと等がマイナス要因となり、本ファンドの基準価
額を約190円押し下げる結果となりました。
この1年の市場環境については、図１のとおり景気
動向に敏感な業種（素材、情報技術、資本財・
サービス等）が比較的好調なパフォーマンスとなりま
した。

5%
0%
-5%
-10%

図２ 過去10年の業種別市場リスク・リターン
(2006年10月末～2016年10月末)
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一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ
資本財･ｻｰﾋﾞｽ

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

MSCIワールド

公益事業

素材
ｴﾈﾙｷﾞｰ

※景気動向に敏感な業種のパフォーマンスが常に
優位にあるわけではありません。また、パフォーマ
ンスのブレ幅は大きくなる傾向があります。
※図2にあるとおり、過去10年の長期で見ると、景
気動向に左右されにくい業種（生活必需品、
ヘルスケア等）のリスク調整後リターンが比較的
良好な結果となっています。

金融

-8%
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（リスク）
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高

今後も、景気動向に左右されにくい業種を中心に
ポートフォリオを構築し、景気動向に敏感な銘柄を
増やすなど運用戦略の変更は予定しておりません。

出所：MSCI Inc. MSCIワールド指数（米ドルベース）の各業種別指数を基にあおぞら投信が作成。なお、配当は含まれておりません。

株式投資戦略について
配当成長株について
・相対的に配当利回りが高く、増配（配当成長）の可能性が高いと判断される、銘柄に投資します。
・相対的に収益のブレ幅が小さく、良好なリスク調整後リターンが期待できます。
・人口動態により、配当成長株をはじめとするインカム資産に対する需要は20~30年続くと考えられます。
保有銘柄の特徴
業種別構成比（2016年10月末）

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 不動産
3.9% 2.2%

現預金等
6.0%

4.1%
情報技術

生活必需品

5.4%

28.9%

電気通信

配当利回りが高いだけでなく、安定的に増配できる企業を選別します。
業種別では、景気動向に左右されにくい業種（生活必需品やヘルス
ケア）の割合が多くなっています。
＜保有銘柄例＞＊
• ペプシコ（米国・生活必需品）
ペプシ・コーラで知られる飲料、スナック、食品の世界的製造販売会
社で、200カ国以上の国・地域で事業を展開している。40年以上
に亘り増配を続けている。

ｻｰﾋﾞｽ
6.1%

素材
6.3%

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ
7.3%

ﾍﾙｽｹｱ
金融

15.8%

•

カーディナル・ヘルス（米国・ヘルスケア）
世界中の薬局・病院・臨床検査室等にサービスを提供する世界的
なヘルスケアサービス会社。25年以上に亘り増配を続けている。

13.9%
＊上記は個別銘柄を推奨するものではありません。

出所：TCWアセット・マネジメント・カンパニーのデータを基にあおぞら投信が作成。
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カバードコール戦略について
カバードコール戦略とは
・保有する資産（株式/通貨）の一部または全部にかかるコール・オプションを売却する戦略です。
・値上がり益（株式/通貨）の一部または全部を放棄することで、オプション・プレミアムを受け取る戦略です。
＜イメージ図＞

カバードコール戦略のねらい
値上がり益を放棄

○ボラティリティ（価格変動）を軽減
• 相場上昇時、オプション・プレミアムを受け取りますが、権利行
使価格を超える値上がり分は受け取れません。
• 相場下落時、獲得したオプション・プレミアムがクッションとなり、
オプション・プレミアム
下落幅を抑えます。
を獲得
○運用しながら引き出すために
• 安定的に分配金をお支払いするためには、資産価格の上下動
の影響を受けにくいインカム・ゲイン（利息・配当収入）が必
要です。
値下がりを緩和

値上がり

¥
値下がり

◆効果が発揮されやすい相場、発揮されにくい相場
＜市場の動きのイメージ図＞
①

②

③

④

《効果が発揮されにくい相場》
② 大きな上昇局面
基準価額は上昇。但し、マーケットと比較すると上昇幅は緩や
か。
例）月間で2%のプレミアムを獲得しているが、1%以上の上昇
分は全て放棄。マーケットは5%上昇した場合、本ファンドの
上昇幅は3％となる。

○相場環境とカバードコール戦略の関係
《効果が発揮されやすい相場》
① 大きな下落局面
基準価額は下落。但し、マーケットと比較す
ると下落幅は緩やか。
例）月間で2%のプレミアムを獲得している
ため、マーケットが5％下落した場合、
本ファンドの下落幅は3%となる。
③ 緩やかな下落*1局面
基準価額は上昇。
例）月間で2%のプレミアムを獲得している
が、マーケットが1％下落した場合、本
ファンドは1%の上昇となる。
④ 緩やかな上昇*2局面
基準価額は上昇。ただし、マーケットの上昇
分に加え、獲得したプレミアム分が上乗せさ
れます。
例）月間で2%のプレミアムを獲得している
が、1%以上の相場上昇分は全て放
棄。マーケットは1%上昇した場合、本
ファンドの上昇幅は3％となる。

*1：「緩やかな下落」とは、獲得したプレミアムの範囲内でマーケットが下落したケースを指します。
*2：「緩やかな上昇」とは、オプションの権利行使価格を超えない範囲内でマーケットが上昇したケースを指します。
長期の運用においては、①大きな下落局面、②大きな上昇局面、③④小動きの局面全てを経験することになりますが、本ファン
ドの戦略は、他のファンドと比較して相場変動の緩やかな局面において強みを発揮する特徴があります。

運用状況
設定来の1年間で急激な円高（上記①のパターンに該当）に見舞われ、為替だけで約1,200円の下落要因となりました
が、通貨のオプション・プレミアム（約600円）がクッションとなりました。なお、ドル円為替レートは直近では円安方向に転じて
います。
P.5の「投資リスク」およびP.6の「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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カバードコール戦略（株式と通貨の違い）
株式カバードコール戦略

通貨カバードコール戦略

株式オプションのカバー率は約50%～95％の範囲内

通貨オプションのカバー率は約95%～100％の範囲内

カバー率（保有銘柄に対するコールオプションのポジショ
ン）は機動的に変更を行い、高いプレミアム収入とともに保
有銘柄の値上がり益の獲得も同時に目指します。

カバー率（保有外貨建資産に対するコールオプションのポ
ジション）は、ほぼ100%を維持することを基本とします。

高いプレミアム収入
の獲得を目指す

95％

95％

株式

100％

外貨建資産

値上がり益の獲得
も同時に目指す

50％

今後の見通しと運用方針

2016年10月末現在

今後のグローバル経済の見通しは、米国は1～3％程度、米国以外の先進国はプラスではあるものの低成長になるものとみ
ています。実現ボラティリティ（市場の価格変動幅）は過去1年が高位だったのに対し、低位にとどまり、市場の資金は成長
株ではなく配当株に流入するものと想定しています。
為替については、短期的にはドル円為替レートは、一時100円割れの局面もあり得るものの、中長期的（2～3年）には
潜在成長率の違いにより、1ドル＝120円台近辺の水準となるものと考えています。
一般的に株式投資は長期的にはプラスのリターンをもたらすと考えられています。加えて、相対的に配当利回りが高いクオリ
ティグロース株式（安定成長株）はボラティリティ（変動性）が低く、カバードコール戦略を組合せることで安定性を増し、リ
ターンも押し上げられます。過去1年は市況環境が戦略と合致せず、ご心配をお掛けしましたが、数年のスパンでお考えいた
だければご期待に沿えるものと考えます。

あおぞら投信のアクティビティ
あおぞら投信では、組入れファンドを運用している運用者と直接ミーティングを持
つなどして、実際の運用環境や今後の方針の確認など行っています。
本ファンドの組入れファンドを運用しているTCWはロサンゼルスに本社をおく運用
会社です。くらだしの運用についてどのように考え、運用していたのか、今後どのよ
うな銘柄、業種に注目しているか等、運用責任者のイマーン・ビルバンロウ氏にお
話を伺いました。
◆TCWの見解
（ミーティングの様子 2016.10.18）
○くらだしの運用について
市場がシーソーのように大きく変動する環境だったことが、ファンドにとってはマイナスに働きました。ただ、長期的には個別銘柄選択
による収益獲得の可能性は非常に高いと見ています。

○セクターについて
●生活必需品
：利益率が拡大する銘柄に注目。高質の領域に入るとバリュエーションが切りあがる。
●一般消費財・サービス ：特に住宅関連に注目。持家率が低下しており、「住」に対する恒久的な考え方の変化との見方もあり、
家の価値がもはや絶対安全なものではなくなっているが、持家率の低下は永続的なものではないと考え
る。3～5年の投資期間で魅力的。
○注目銘柄について* ＊下記は個別銘柄を推奨するものではありません。
●ウエルスファーゴ ：不正口座開設により評価に傷が付いたが、5年後もダメージを引き摺っていくイメージではない。
●CVS
：企業と契約する薬剤給付管理でドラッグストアなどの店舗への顧客の流れを作り、顧客を囲い込み、利益率
の高い商品を販売する。優れた経営陣。
P.5の「投資リスク」およびP.6の「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）

情報提供資料
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■ファンドの特色
1.世界の配当成長株に投資します。
■投資信託証券*への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配（配当成長）の可能性が高いと判断
される株式等に投資を行います。
■S&P500配当貴族指数およびS&Pグローバル配当貴族指数の構成銘柄をその主要投資対象とし、当該指数の構成銘柄以外も最大で40％程度まで
組み入れることを可能とします。
＊＜組入れ投資信託証券＞
①TCWファンズｰTCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス（円建て）②あおぞら・マネー・マザーファンド

S&P500配当貴族指数：S&P500指数構成銘柄のうち、原則として過去25年連続して毎年増配している大型優良株で構成されている指数です。
S&Pグローバル配当貴族指数：S&Pグローバル総合指数構成銘柄のうち、原則として過去10年連続して毎年増配または安定配当を続けている好配当株
式で構成されている指数です。

2.株式カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム（オプション売却の対価として受け取る権利料）の獲得を目指します。
■株式カバードコール戦略とは、株式等に投資すると同時に、個別銘柄ごとに、投資した株式等の一部または全部にかかるコール・オプションを売却する戦略です。
■相対的に高いオプション・プレミアムの獲得が期待できる反面、投資した株式等の価格が上昇し、コール・オプションが権利行使された場合には、株式の値上が
り益の一部または全部を放棄することになります。
■カバー率（保有銘柄に対するコール・オプションのポジション）はアクティブに変更を行い、オプション・プレミアムの獲得に加え、保有銘柄の値上がり益の獲得も
目指します。
■資産規模等により上記のような運用が困難な場合は、上場投資信託（ETF）を通じて株式のカバードコール戦略を行うことがあります。

3.通貨カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム（オプション売却の対価として受け取る権利料）の獲得を目指します。
■通貨カバードコール戦略とは、本ファンドが実質的に保有する米ドルを主とする投資対象通貨建て資産に対して、その通貨ごとに、対円で保有資産の一部
または全部にかかるコール・オプションを売却する戦略です。
■相対的に高いオプション・プレミアムの獲得が期待できる反面、投資対象通貨が円に対して上昇し、コール・オプションが権利行使された場合には、通貨の値上
がり益の一部または全部を放棄することになります。

4.毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、決算毎に収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
※本ファンドは為替ヘッジは行いません。
※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。

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。

■投資リスク
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を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動に
よる影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本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
本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は、株価
変動リスク、株式カバードコール戦略の活用に伴うリスク、通貨カバードコール戦略の活用に伴うリスク、為替変動リスク、カントリー・リスク
などがあります。
※上記は基準価額に影響を及ぼす主なリスクであり、リスクは上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見
書）の「投資リスク」をご覧ください。

当ページの「投資リスク」およびP.6の「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）
■お申込みメモ ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。
購入単位

販売会社により異なります。

購入価額

購入申込受付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

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して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

ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日

信託期間

2025年10月27日まで（設定日：2015年10月30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には、信託期間を延長することができます。

繰上償還

受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、投資対象とする投資信託証券が存続しない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。

決算日

毎月25日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配
課税関係

毎月の決算時に原則として収益の分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
※運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合や、分配金が支払われない場合があります。

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時および償還時の譲渡益（法人の場合は個別元本超過額）が課税の対象となります。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額

購入価額に、3.78％（税抜3.5％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。
なし

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
（信託報酬）

本ファンドの運用管理費用（信託報酬）：純資産総額に対して

年率1.1178％（税抜1.035％）

投資対象とする投資信託証券の運用報酬：資産総額に対して

年率0.745％程度*1
年率1.8628％（税込）程度*2

実質的な負担：純資産総額に対して

*1 投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組入れた場合の最大値を委託会社が算出したものです。
*2 本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。
※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から支払われます。
その他の
費用・
手数料

信託事務
の諸費用

売買委託
手数料等

監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.2％を上限として
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から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算
されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額
は事前に表示することができません。
有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等が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。

※上記手数料等の合計額については、ファンドの保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

■委託会社その他の関係法人の概要について
委託会社

あおぞら投信株式会社（信託財産の運用の指図等を行います。）
金融商品取引業者 関東財務局長(金商）第2771号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

受託会社

三井住友信託銀行株式会社（信託財産の保管・管理等を行います。）

■取扱販売会社一覧（本ファンドの販売業務等を行います。）※投資信託説明書（交付目論見書）は、下記の販売会社で入手することができます。
株式会社あおぞら銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号

加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

とうほう証券株式会社

金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号

加入協会：日本証券業協会

■本資料のご利用にあたってのご留意事項
■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みに当たっては、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内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託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
投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。■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さまが負うことになります。■本資料に記載された市況や見通し、数値、図表、意見等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来の動向や結果
を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。■投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象と
はなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■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。

P.5の「投資リスク」および当ページの「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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