販売用資料
2018年9月3日

マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド
追加型投信／海外／株式

ファンド名称変更のお知らせ
平素は「マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り誠にありが
とうございます。
当ファンドは、2018年9月7日（金）よりファンド名称等の変更を予定しています。今回の名称変更は、デザ
イン等の変更を含むブランディング対応の一環として行うものであり、当ファンドの運用方針、運用プロセ
ス、商品性などが変更になるものではありません。
引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●変更内容
変更前

変更後

ファンド名称

マニュライフ・アジア・オセアニア
小型成長株ファンド

マニュライフ・アジア経済圏・
小型成長株ファンド

愛称

なし

グローイング・アジア

日本経済新聞掲載名

アジオセ小型

アジア小型株

●設定来の基準価額と純資産総額の推移 (2013年7月31日～2018年8月31日（日次))
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●期間別騰落率
期間

16/7
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2018年8月31日現在
基準価額

9,351円

基準価額
（分配金込み）

13,049円

純資産総額

12.0億円

18/7 （年/月）

●当ファンドの今後の見通し
騰落率

1ヵ月

-3.9％

3ヵ月

-7.2％

6ヵ月

-9.6％

1年

4.1％

3年

10.5％

設定来

30.5％

貿易摩擦激化に対する懸念はしばらく続くと考えられ、地政学リスクの
高まりなども株式市場の変動性を高める要因として注視が必要です。
しかし、アジア・オセアニア小型株式市場は、企業業績も好調であるた
め、業績の上方修正やROEの改善などが期待でき、今後の株価上昇
の余地が比較的大きいと考えます。
当ファンドでは、引き続き割安で利益成長の見込める個別銘柄の選別
に注力して参ります。

※基準価額、基準価額（分配金込み）は、信託報酬等（4頁をご覧下さい）控除後の1万口当たりの値です。※基準価額（分配金込み）は、税引き
前分配金を全額再投資したものとして計算しています。また、換金時の費用、税金等は考慮しておりません。※ファンドの騰落率は基準価額（分
配金込み）をもとに算出しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。
※上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。
※当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認下さい。
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ファンドの特色 (詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）

1

主としてアジア・オセアニアの小型株式に投資します。

2

リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざします。

3

アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント（HK）リミテッドが行います。

ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンドーアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「MGFアジア・
スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）への投資を通じて、主にアジア・オセアニアの小型株式に投資を行い
ます。

● 企業分析に基づいて割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの株式を厳選し、分散投資を行います。
● 継続的に企業調査やモニタリングを行い、リスク管理を徹底します。

マニュライフ・アセット・マネジメントはアジア・オセアニア各国・地域に運用拠点を有しており、アジア株式運用チームはそれらの調査力を
活用して運用を行います。

4

3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことをめざします。

5

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

毎年3、6、9、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

外貨建ての株式等への投資にあたっては為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。

※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。
投資リスク (詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認下さい。）

基準価額の変動要因
当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動しま
す。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本
を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。
主な変動要因
株価変動リスク

株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢等の影響を受け変動し
ます。組入株式の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行企業の財務状況の
悪化・倒産やその可能性が予想される場合には、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。

為替変動リスク

ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替
レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、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

有価証券の発行体の財政・財務状況の悪化・倒産等によって、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があり
ます。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や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、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能
性があります。この場合、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

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制
が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあり
ます。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大
幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

※ 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。

その他の留意点
● 当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。
● 一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、
保有有価証券等を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。
「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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収益分配金に関する留意事項

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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お申込メモ
購入単位

販売会社が定める単位とします。（詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金

販売会社が定める日までにお支払い下さい。

換金単位

販売会社が定める単位とします。（詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の解約価額（解約価額＝基準価額－信託財産留保額）とします。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。

購入・換金
申込不可日

●ルクセンブルグの銀行休業日 ●香港の銀行休業日 ●香港証券取引所休業日 ●12月24日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。

申込締切時間

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口換金については、委託会社の判断により換金金額や換金受付時間に制限を設ける
場合があります。

換金制限
信託期間

原則として、無期限です。（2013年7月31日設定）
信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、委託会社の判断により繰上償還を行う場合があります。なお、主
要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、繰上償還となります。
毎年3、6、9、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）とします。

繰上償還
決算日

収益分配

毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配額は委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定
します。（販売会社によっては分配金の再投資が可能です。詳細は販売会社までお問い合わせ下さい。）
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

課税関係

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税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※その他の事項については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧下さい。

手数料・費用等
■購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

■換金時に直接ご負担いただく費用
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％を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。
■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
（信託報酬）

実質的な
運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

毎日のファンドの純資産総額に年率1.5066％（税抜1.395％）を乗じて得た額とします。
・ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払わ
れます。
ファンドの純資産総額に対して年率1.9366％（税込）程度となります。
※ファンドの運用管理費用（信託報酬）年率1.5066％（税抜1.395％）に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等（年率
0.43％程度）を加算した投資者が実質的に負担する信託報酬率の概算値です。投資信託証券の組入状況等によって、ファンド
における、実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）は変動します。
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率（上限年率0.2％（税
込））を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。組入有価証券等の売買
にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。これらの費用は、運用状況、保有期間等に
より変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。

※ファンドの費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載でき
ません。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

委託会社ならびにファンドの関係法人
委託会社

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 （設定・運用等）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第433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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社 （信託財産の管理等）

販売会社

次ページの販売会社一覧をご覧下さい。 （受益権の募集の取扱い等）
※目論見書は販売会社でお受け取りいただけます。

「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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販売会社一覧
販売会社名

登録番号等

加入協会

株式会社イオン銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号

日本証券業協会

いちよし証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

エイチ・エス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号

日本証券業協会

エース証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号

日本証券業協会

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

日本証券業協会、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

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

日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

髙木証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

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

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

PWM日本証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号

日本証券業協会

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

日本証券業協会

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

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

丸八証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

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

日本証券業協会、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
一般社団法人日本投資顧問業協会

ご留意いただきたい事項
・当資料は、マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます）が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料で
はありません。
・当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内
容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお当資料のいかなる内容も将来の投資
収益を示唆・保証するものではありません。
・投資信託は、預金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はあり
ません。
・販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
・投資信託の購入のお申込にあたっては、取扱い販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご
自身でご判断下さい。
・当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、参考として記載されたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するもので
はありません。
・各指数に関する著作権等の知的財産、その他一切の権利は、各々の開発元または公表元に帰属します。
・当資料に関する一切の権利は、引用部分を除き当社に帰属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製はできません。
※コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え方等
を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等を約
束するものでもありません。
「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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