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基準日:2022年1月31日

追加型投信／国内／株式

基準価額（円・1万口当たり） 9,055 基準価額 TOPIX 期（年月日） 分配金

3,600

株式組入比率（％） 96.6 3ヵ月前比 ▲7.2 ▲5.3 第18期（18/9/20) 560

純資産総額（億円） 41 1ヵ月前比 ▲6.3 ▲4.8 第17期（17/9/20)

0

組入銘柄数 38 1年前比 ▲2.2 ＋4.8 第20期（20/9/23) 90

うち株式先物（％） 0.0 6ヵ月前比 ▲2.9 ▲0.3 第19期（19/9/20)

1,100

当初設定日 2000/09/28 設定来 ＋98.3 ＋30.9 設定来合計 8,780

決算日 9/20 3年前比 ＋13.0 ＋21.0 第21期（21/9/21)

■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が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。■本資料中に特定の有
価証券（個別会社名）について記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証券の今後
の保有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。

※将来の市場環境等の変動により、当該運用方針が変更される場合があります。

◆市場動向

1月の国内株市場は、月初から米金融政策の引き締め前倒し観測を背景に景気減速懸念から、軟調なスタートとなりました。中旬には国内で新型コロナウイルス変異株

(オミクロン株)の感染が拡大し、先行き不透明感が高まる中、弱含みの展開が続きました。下旬にかけてはFOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げの方向性が明確に

示されたことに反応して、大きく下落する局面がありましたが、その後は反発して月末を迎えました。

◆運用方針

当ファンドの運用の特色は、中長期的な視点に立ち財務的要素に加えて、環境(Ｅ)、社会(Ｓ)、ガバナンス(Ｇ)といった非財務的要素を統合した分析を行うことにあります。

そして企業の本質的価値を見極めサステナビリティ評価の高い企業を厳選し、安い株価で集中度を高めて買い、価値の成熟と株価の上昇を狙う運用を行います。

◆運用成果と寄与銘柄

今月の当ファンドの基準価額は6.3％の下落となりました。富士通、アズビル、ＴＩＳなどの株価下落がマイナスに寄与していますが、トヨタ自動車、アサヒホールディングス、

プレステージ・インターナショナルなどの株価上昇がプラスに寄与しています。

◆投資行動

今月は、イノベーションを通して半導体等のデジタル分野やライフサイエンス分野に 先端の技術を提供することを企業理念とする化学品メーカー、早期診断、低侵襲治

療を通じて、患者のQOL向上や医師負担・医療費軽減に貢献する内視鏡メーカーに新たな投資を行った他、従業員のモチベーション向上による離職率低下、充実した教

育体制、IT活用などによりサービス品質と生産性改善を図っている医療事務受託企業の保有比率の引き上げを行いました。一方、中期的な企業価値の成長力が低下し

たと判断した企業の全売却を行いました。

◆今後の運用方針

今後の国内株市場は、米金融政策の引き締めや、新型コロナウイルス変異株（オミクロン株）の感染拡大は相当程度市場に織り込まれており、今後の国内企業の決算

内容や国内での感染が減少に転じることなどが好感され、底入れ反転していくことが考えられます。一方で、世界各国で気候変動をはじめとする社会的課題の解決に向

けた動きが進んでおり、従来からステークホルダーを重視した経営を行っている企業には、多くの成長機会が到来すると考えられます。当ファンドでは、投資リターンの源

泉を企業価値の成長に求め、経済動向に関わらず経営改善によって成長が見込める会社に厳選投資を行います。そして、特定のベンチマークや市場のトレンドへの追

随は意識せず、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献するサステナブルな企業の株式に投資機会を見出すことで、高い投資成果の獲得を狙い

ます。

※TOPIXは参考指数です。
※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。換金時
の費用、手数料等は考慮しておりません。

※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。
※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。

※TOPIXはベンチマークではあり

ませんが、参考として掲載していま

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。換金時

の費用、手数料等は考慮しており

ません。

※基準価額は信託報酬控除後で

す。

※実績数値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。
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≪業種別構成比（％）≫ ≪組入全銘柄一覧≫
ｺｰﾄﾞ

（2/7）

基準日:2022年1月31日

追加型投信／国内／株式

順位 業種 構成比（%） 順位 銘柄名 業種 構成比（%） 順位 ｺｰﾄﾞ 銘柄名 業種 構成比（%）

1 電気機器 19.9     1 6504 富士電機 2.5      

2 化学 10.3     2 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 4.1      22

電気機器 4.2      21 5857 ｱｻﾋﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 非鉄金属

6702 富士通 電気機器 2.4      

3 建設業 10.1     3 3626 ＴＩＳ 2.3      情報・通信業 4.0      23 4626 太陽ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 化学

2.2      

5 小売業 8.0      5 8252 丸井グループ 2.1      小売業 3.7      25 4704 トレンドマイクロ 情報・通信業

4 機械 8.1      4 6845 アズビル 電気機器 3.8      24

6 5929 三和ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 金属製品 3.7      26

1414 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 建設業

メタウォーター 電気・ガス業 3.4      28

4185 ＪＳＲ 化学 2.1      

7 卸売業 6.0      7 6326 クボタ 2.1      機械 3.5      27 7733 オリンパス 精密機器

6 情報・通信業 7.2      

3.2      30

9793 ダイセキ サービス業 2.1      

9 輸送用機器 4.1      9 5108 ブリヂストン 2.1      ゴム製品 3.4      29 1721 ｺﾑｼｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 建設業

8 サービス業 4.8      8 9551

6197 ソラスト サービス業 2.1      

11 電気・ガス業 3.4      11 7199 プレミアグループ 2.0      その他金融業 3.2      31 8113 ユニ・チャーム 化学

10 金属製品 3.7      10 1928 積水ハウス 建設業

2.0      

13 その他金融業 3.2      13 5384 ﾌｼﾞﾐｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 1.9      ｶﾞﾗｽ･土石製品 3.2      33 4452 花王 化学

12 ゴム製品 3.4      12 3360 ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 卸売業 3.2      32

14 9843 ﾆﾄﾘﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 小売業 2.8      34

4206 アイカ工業 化学

アンリツ 電気機器 2.7      36

6367 ダイキン工業 機械 1.9      

15 非鉄金属 2.5      15 8015 豊田通商 1.5      卸売業 2.8      35 6750 エレコム 電気機器

14 ガラス・土石製品 3.2      

2.7      38

3182 ｵｲｼｯｸｽ･ﾗ･大地 小売業 1.4      

17 水産・農林業 -       17 6586 マキタ 1.1      機械 2.7      37 3031 ﾗｸｰﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 情報・通信業

16 精密機器 2.1      16 6754

4290 ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ サービス業 0.6      

17 食料品 -       19 6929 日本セラミック  電気機器 2.6      　

17 鉱業 -       18 7276 小糸製作所 電気機器

 

17 パルプ・紙 -       

17 繊維製品 -       20 1911 住友林業 建設業 2.5      　

17 石油・石炭製品 -       

17 医薬品 -       ≪銘柄紹介≫

17 その他製品 -       

17 鉄鋼 -       

17 陸運業 -       

17 空運業 -       

17 海運業 -       

17 銀行業 -       

17 倉庫・運輸関連業 -       

17 保険業 -       

17 証券、商品先物取引業 -       

17 不動産業 -       

■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が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。■本資料中に特定の有
価証券（個別会社名）について記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証券の今後
の保有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。

※構成比は現物株式ポートフォリオに占める比率、業種は東証33業種分類によります。

〇ブリヂストン

• 当社は、ミシュラン（フランス）と並ぶ世界2大タイヤメーカーの一つで、日系タイヤメーカー4社の中で

大の売上規模を有します。主力のタイヤ事業では、乗用車用タイヤ、トラック・バス用タイヤ、生産

難易度の高い建設・鉱山車輌用大型・超大型ラジアルタイヤ、航空機用タイヤに加え、リトレッドタイ

ヤ（再生タイヤ）も取り扱っています。タイヤ事業以外では、防振ゴム等の自動車関連部品や土木建

築資材関連用品、スポーツ用品、自転車など広範囲にわたる製品を手がけています。今後について

は、北米を中心に安定した成長が見込めるタイヤ市場において高い競争力を維持していることに加

え、不採算事業の再編やソリューション事業の拡大により持続的な成長が期待できます。

• 当社は重要な環境課題と社会課題（マテリアリティ）として、（１）GHG排出量の削減、（２）サーキュ

ラーエコノミーへの貢献を挙げています。（１）については、2050年目標として「カーボンニュートラル

化」の実現を掲げ、①事業所・工場等の再編、②事業所・工業等の使用電力の再生可能エネルギー

化（欧州では全事業拠点で対応済）、③環境負荷の低減と運動性能を高めたタイヤ技術「エンライト

ン」を使用したEV車用タイヤの拡大等に取り組んでいます。また、膨大な車両関連情報をベースにト

ラックやダンプを所有する運送会社や鉱山会社に対して生産性の向上やGHG排出量削減等をサ

ポートするソリューション事業を成長分野として位置付け、事業拡大に取り組んでいます。（２）につい

ては、2050年目標として「100％サステナブルマテリアル化」を掲げ、①原材料使用量が新品のタイ

ヤの1/3に留まるリトレッドタイヤの拡大、②タイヤの原材料として環境負荷の少ない再生カーボンブ

ラック（D-E Black）の使用拡大、③タイヤの軽量化・耐久性向上、④廃タイヤのマテリアルリサイクル

に向けた再生可能な原材料開発等に取り組んでいます。

• また、こうした長期目標を達成するため、経営戦略において時間軸を2段階に分けて対応する方針を

打ち出しています。まず、事業再編等速やかに対応できることを2023年までに実施し、その後は自

社やサプライヤーを巻き込んだ技術開発が重要となるタイヤ事業と戦略が重要となるソリューション

事業を2本柱として中長期的に取り組むとしています。

※構成比は現物株式ポート

フォリオに占める比率、業種

は東証33業種分類によります。
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■ファンドの目的

■ファンドの特色
1. 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の

株式に投資します。

2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。

3. 信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
・ 寄付の金額は、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1～0.2％の率を乗じて得た額とします。

・ 寄付先や寄付金額の具体的内容については、運用報告書等において開示しています。
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基準日:2022年1月31日

追加型投信／国内／株式

株式への投資により、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

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が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。■本資料中に特定
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の今後の保有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。■
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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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■ＳＲＩとは

■協力調査機関について

■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

■リスクの管理体制
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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。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

基準日:2022年1月31日

追加型投信／国内／株式

ＳＲＩとは、Socially Responsible Investmentの略で、一般的には、投資の際に社会や環境の側面も考慮する投資手法と言
われています。
あすのはねでは、長期的な運用成果を高めるため、この考えを取り入れています。

企業の社会への貢献度については、ヴィジオ・ベルギー社※の協力により、企業の行動に影響を受ける人の立場から調
査します。

※ヴィジオ・ベルギー社はベルギーにある社会的責任投資専門調査機関であり、日本人アナリストを中心にグローバルな
視点から日本企業を調査しています。
 
ヴィジオ・ベルギー社は、金融商品取引業者としての登録を行っておらず、ファンドに対して有価証券の価値等または金
融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行うものではありません。 また、調査委託の中止、調査委託先の変更
を行う場合があります。

≪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。

≪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。

・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。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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、基準価額は下がります。
　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。その場合、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。また、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。
　投資者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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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。

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が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。■本資料中に特定
の有価証券（個別会社名）について記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証券
の今後の保有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

※ ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資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≫
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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 購入申込受付日の基準価額

購入代金 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 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から支払います。

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、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：2000年9月28日）

決算日 毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
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。

購入時手数料
購入価額に3.3％（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。

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。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
原則として、個人投資者については、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。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

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1.958％（税抜1.78％）の率を乗じて得た額

その他の費用・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0.0055％（税抜0.005％）の率を乗じて得た額。
ただし年44万円（税抜40万円）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

手続・手数料等

■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が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。■本資料中に特
定の有価証券（個別会社名）について記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証
券の今後の保有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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朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね） 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。

株式会社りそな銀行

● 販売会社一覧

①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。

関東財務局長（金商）第67号

※（*）の販売会社は、取次販売会社です。
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委託会社

受託会社

販売会社

販売会社名 登録番号

加入協会

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資顧問

業協会

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 ○ ○ ○

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 ○

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 ○ ○ ○ ○

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○

○

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号 ○ ○

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○

○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○

広田証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第33号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○ ○

○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○

オリックス銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第11号 ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○

（委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○

株式会社新生銀行   
登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

北海道労働金庫（*） 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社　 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

中央労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号

東北労働金庫（*） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号

長野県労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

新潟県労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

北陸労働金庫（*） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号

静岡県労働金庫（*） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号

近畿労働金庫（*） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号

東海労働金庫（*） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号

四国労働金庫（*） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号

中国労働金庫（*） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

沖縄県労働金庫（*） 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号

九州労働金庫（*） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号

■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が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。■本資料中に特定の有価証券（個別会社名）に
ついて記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証券の今後の保有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。



【マンスリー・レポート】

朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね） 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

※日本経済新聞掲載名 ：あすのはね 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301号

加入協会：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

②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。（受益権の募集の取扱いは行いません。）

（7/7）

基準日:2022年1月31日

追加型投信／国内／株式

販売会社名 登録番号

加入協会

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
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

岩井コスモ証券株式会社　 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53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が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。■本資料中に特定の有価証券（個別会社
名）について記載することがありますが、本資料は当該特定の有価証券を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて当該有価証券の今後の保有をお約束するも
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。2021-02-34


