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≪ファンド概況≫ ≪期間別騰落率・税引前（％）≫ ≪収益分配金・税引前（円）≫

≪基準価額の推移≫

※基準価額は信託報酬控除後です。

≪地域別・国別・通貨別構成比（％）と月間為替変動率（％）≫ ≪業種別構成比（％）≫
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基準日:2011年7月29日

※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。

▲0.9オーストラリア 6.4 オーストラリアドル 6.4

※構成比は現物ポートフォリオに占める比率、月間為替変動率は対円で円高はマイナス表示と
なります。
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た組入比率です。
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金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

分配金期（年月日）
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基準価額 参考指数*
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第10期（10/3/16）

第8期（08/3/17）

第9期（09/3/16）

＋4.9

*参考指数は当ファンドのベンチマークでは
ありませんが、参考までに掲載しています。

※基準価額（税引前分配金再投資ベース）
は信託報酬控除後であり、税引前分配金を
再投資したものとして計算しています。

為替変動率

▲29.4

▲27.2

※期間別騰落率は、税引前分配金を再
投資したものと仮定して計算しています。

設定来

▲17.1

*参考指数は1営業日前のMSCI All Country
World Index ex Japan（ドルベース）と当日
TTM円/ドルレートにより算出しています。但
し、設定日の前営業日は当日のMSCIを使
用しています。（設定日の前営業日を10,000
として指数化）

※分配金は1万口当たりの金額で、直近5
期分を掲載しています。

第11期（11/3/16）
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■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は
当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

Morningstar Award “Fund of the Year 2010”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証
するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正
確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニ
ングスター株式会社並びに Morningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 

リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・フ

ァンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来

の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所

からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありま

せん。© Thomson Reuters 2011. All rights reserved. 

Avest-E はEquity Global ex Japan 評価期間5年において
優秀ファンド賞を５年連続受賞という輝かしい成績も残しています。
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≪組入上位20銘柄の構成比（％）と月間騰落率（％）≫
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※構成比は現物ポートフォリオに占める比率となります。

≪運用概況≫

（2/6）

基準日:2011年7月29日

子会社を通じて北米 大の貨物鉄道を保有、運営する。石炭輸送、
穀物輸送、その他一般商業輸送などを手掛ける。

2.6 0.2 ▲ 3.4

生命保険、損害保険などの保険商品、投資やその他金融サービスを
顧客ニーズやライフステージに応じて提供する。

2.6 ▲ 7.5 ▲ 11.8

スイスに本店を置く総合金融機関であり、世界中で銀行業務、資産管
理業務、アセットマネジメント業務等を展開。

ユニオン・パシフィック アメリカ ドル 運輸

MLP ドイツ ユーロ 各種金融

2.7 ▲ 11.9 ▲ 11.9UBS スイス
スイスフ
ラン

各種金融

メディカルセンターなどのヘルスケア業者向けサービス事業を展開
し、病理学的診断サービスも手掛ける。

2.7 ▲ 3.0 ▲ 3.9プライマリ・ヘルスケア
オースト
ラリア

ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱﾄﾞﾙ

ヘルスケア機器・
サービス

衛星放送やケーブルテレビ放送向けにディスカバリー・チャンネルを
はじめとするドキュメンタリー番組の供給等を行う。

2.8 0.5 ▲ 3.1
ディスカバリー･コミュニ
ケーションズ

アメリカ ドル メディア

自動車修理業者向けの工具、自動車用保守・整備機器、測定機器、
検査機器などの開発、製造、販売を行う。

スナップ・オン アメリカ ドル 資本財

追加型投信／海外／株式

4.7 ▲ 7.3 ▲ 10.6

順
位

銘柄名 国 通貨 業種 概要
構成
比

現地
通貨

ベース

円
ベース

月間騰落率

オラクル アメリカ ドル
ソフトウェア・サービ
ス

企業向けにデータベースやサーバー、業務用のアプリケーション等の
開発・提供を行う。

4.6 ▲ 5.4 ▲ 8.8

ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵ
ﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ

アメリカ ドル
ヘルスケア機器・
サービス

病院、製薬会社、開業医等に対して、外来診療モニタリングサービス
等幅広い臨床検査サービスの提供を行う。

4.3 ▲ 5.0 ▲ 8.4

ジュリアス・ベア・グルー
プ

スイス
スイスフ
ラン

各種金融
スイスの中堅金融機関ジュリアス・ベア・ホールディングから分離した
会社。富裕層向け資産管理事業を行う。

4.2 0.0 0.1

クレディ・スイス・グルー
プ

スイス
スイスフ
ラン

各種金融
スイスおよび世界各地で運用商品の提供、プライベートバンキング業
務等を行う総合金融サービス会社。

4.1 ▲ 10.9 ▲ 10.8

インシテック・ピボット
オースト
ラリア

ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱﾄﾞﾙ

素材 肥料を製造・供給するほか、火薬製品・サービスを提供するメーカー。 3.6 6.1 5.1

BBAアビエーション イギリス ポンド 運輸
運行サポート、アフターマーケット・サービスおよびシステムを提供す
る航空サービス会社。

3.2 ▲ 0.5 ▲ 2.4

インテル アメリカ ドル
半導体・半導体製造
装置

パソコン向けマイクロプロセッサを製造する大手半導体メーカー。マイ
クロプロセッサ用のチップセット等も製造。

3.1 5.4 1.7

エキファックス アメリカ ドル 商業・専門サービス
財務、税務、法務、広告宣伝などの集中管理サービスを提供する会
社で、北米、南米、欧州等で事業を展開している。

3.1 1.1 ▲ 2.5

TEコネクティビティ アメリカ ドル
テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器

電子機器用ケーブルの接続部分であるコネクタ、サーキットブレー
カー、光ファイバー製品等の電子部品メーカー。

3.1 ▲ 4.4 ▲ 7.8

テキサス・インスツルメン
ツ

アメリカ ドル
半導体・半導体製造
装置

世界各地に製造・販売拠点を持つ大手半導体製品メーカー。デジタル
信号処理やアナログ技術の設計、提供も行う。

3.1 ▲ 5.5 ▲ 8.9

3.0 ▲ 3.8 ▲ 7.2アッサ・アブロイ
スウェー
デン

ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝｸﾛｰﾅ

資本財

サンタンデール銀行 スペイン ユーロ 銀行

ネスレ スイス
スイスフ
ラン

食品・飲料・タバコ

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

菓子類やコーヒーなどを製造、販売する食品加工会社。 2.9 ▲ 1.4 ▲ 1.4

預金業務、リテール・バンキング、資産管理サービス等を手掛ける商
業銀行。

2.9 ▲ 5.5 ▲ 9.9

ドアなどの施錠装置の設計・製造。アクセス制御装置、認証技術、ホ
テルなどのセキュリティシステムなども扱う。

アデコ スイス
スイスフ
ラン

商業・専門サービス
様々な職種における派遣事業を行うほか、専門職およびスペシャリス
トを対象とした就職斡旋サービスも手掛ける。

2.9 ▲ 8.0 ▲ 7.9

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は
当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

7 月の米国株式市場は、6 月に続いて軟調な展開となりました。ISM 製造業景況指数（6 月）が改善したことで、景気鈍化がとどまるとの期待

から上昇でのスタートとなりました。中旬にかけては、欧州債務問題がギリシャからスペイン、イタリアなどに波及するとの懸念が高まったこ

となどから反落しました。下旬には、ギリシャ追加支援が決定したこと、4-6 月期決算でハイテクセクターを中心に好決算が発表されたこと

で反発の場面もありましたが、米国の連邦債務上限引上げ問題をうけて下落での取引終了となりました。その他の市場も、概ね米国市場

の動きに追随した動きとなりました。為替市場では、対ドル、対ユーロともに円高の展開となりました。 

円ベースの参考指数が 3.9％の下落となる中、当ファンドの基準価額は 5.6％の下落となりました。スナップ・オン（アメリカ、資本財）、クレデ

ィ・スイス・グループ（スイス、各種金融）、オラクル（アメリカ、ソフトウェア・サービス）などの価格下落が基準価額にマイナスに寄与しまし

た。 
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■ファンドの目的

■ファンドの特色

▼ハリス・アソシエイツ社（ハリス・アソシエイツ・エル・ピー）について

（3/6）

●世界の株式に投資
   日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を
   目指して運用を行います。
   エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30％以内とします。

●ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
   バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、
　 同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
   　※当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

基準日:2011年7月29日

信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 ● ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
 ● バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学に基づき運用しています。
 ● 運用資産615億米ドル（平成22年12月末）

●厳選投資
   企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、
   業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
   徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30～50銘柄程度に絞り込みます。

●銘柄本位
   国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。

●為替
   対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
　 なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。

ファンドの目的・特色

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は
当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
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■基準価額の変動要因

※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。

■その他の留意点

 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■リスクの管理体制
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基準日:2011年7月29日

ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することが
あります。したがって、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、これを割り込むことがあります。信託財産に生
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、
ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

≪為替変動リスク≫
一般に外国為替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。

≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落
し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

≪カントリーリスク≫
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、
ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動すること
があります。

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われ
ています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等におい
て報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。

マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、運用委託契約に基づくガイドラインのとおりに運用が行われているかの
チェックを行うほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックします。

当ファンドのリスクについて投資リスク

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は
当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
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■お申込みメモ

■ファンドの費用・税金

≪ファンドの費用≫

◆ 投資者が直接的に負担する費用

◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※ 当該手数料等の合計額については、受益者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。

≪税金≫

（5/6）

決算日 毎年3月16日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
毎年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※ 収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択
　　された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止するこ
と、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間 無期限（設定日：平成12年3月24日）

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位
販売会社が定める単位
※販売会社へお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を差し引いた額

購入代金

基準日:2011年7月29日

購入単位
販売会社が定める単位
※販売会社へお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に年1.89％（税抜1.8％）の率を乗じて得た額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払います。

購入・換金申込
不可日

ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。

購入時手数料
購入価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額
※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

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％の率を乗じて得た額

その他費用・手数料

以下の費用など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。
・ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.00525％（税込）の率を乗じて得た額。ただし年42万円（税込）
 を上限とします。）
・有価証券売買時の売買委託手数料
・先物・オプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用

当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
原則として、個人の受益者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金（解約）時および償還時には解約価額および償
還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡所得）に対して課税されま
す。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は
当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

手続・手数料等
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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
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≪委託会社その他の関係法人≫

ファンドの運用の指図等を行います。

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

みずほ信託銀行株式会社

投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

● 販売会社一覧

※確定拠出年金制度に基づく取得申込みのみを取扱う販売会社は除きます。

（注）「ラップ口座」での取扱いのみとなります。
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基準日:2011年7月29日

SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号

追加型投信／海外／株式

委託会社

受託会社

販売会社

関東財務局長（登金）第112号

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号

関東財務局長（金商）第173号

関東財務局長（登金）第624号

福岡財務支局長（金商）第5号

関東財務局長（金商）第165号

関東財務局長（金商）第50号

関東財務局長（金商）第131号

関東財務局長（金商）第105号

中国財務局長（金商）第7号

関東財務局長（金商）第199号

関東財務局長（金商）第181号

関東財務局長（登金）第609号

四国財務局長（登金）第8号

関東財務局長（金商）第195号

関東財務局長（金商）第61号

関東財務局長（金商）第134号

関東財務局長（金商）第65号

近畿財務局長（金商）第15号

近畿財務局長（金商）第20号

近畿財務局長（登金）第8号

東海財務局長（金商）第20号

金融商品取引業者

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者

丸八証券株式会社 金融商品取引業者

前田証券株式会社

関東財務局長（金商）第6号

東海財務局長（金商）第1号

金融商品取引業者

日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者

極東証券株式会社

髙木証券株式会社 金融商品取引業者

日産センチュリー証券株式会社

廣田証券株式会社 金融商品取引業者

コスモ証券株式会社 金融商品取引業者

金融商品取引業者

金融商品取引業者

エース証券株式会社

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者

安藤証券株式会社 金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第53号

販売会社名

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者

金融商品取引業者

登録番号

岡三証券株式会社

ひびき証券株式会社

楽天証券株式会社 金融商品取引業者

みずほインベスターズ証券株式会社 金融商品取引業者

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（注） 金融商品取引業者

登録金融機関

PWM日本証券株式会社 金融商品取引業者

むさし証券株式会社 金融商品取引業者

金融商品取引業者

八幡証券株式会社 金融商品取引業者

リテラ・クレア証券株式会社

水戸証券株式会社

金融商品取引業者

朝日生命保険相互会社 登録金融機関

株式会社高知銀行 登録金融機関

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関

楽天銀行株式会社 登録金融機関

株式会社紀陽銀行

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

関東財務局長（金商）第152号

関東財務局長（金商）第44号

近畿財務局長（金商）第33号

加入協会

日本証券業
協会

社団法人
日本証券投資
顧問業協会

社団法人
金融先物

取引業協会

○ ○

○ ○

○

株式会社南日本銀行 登録金融機関

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号

九州財務局長（登金）第8号

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号

関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

○ ○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

近畿財務局長（金商）第32号 ○ ○

当社ではホームページにて、商品内容・運用実績等の
情報提供サービスを行っております。

URL：　http://www.alamco.co.jp/

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資
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当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、
数値等は過去のものであり、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。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがありま
す。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断くださ
い。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購
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