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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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■パフォーマンス分析（2022年1月～2023年1月）■

資産別要因分解

市場別・通貨別要因分解

（注）データは2023年1月10日現在

（注）データは2023年1月10日現在

　市場別では、為替が円高基調だったことがプラスとなったものの、株式や債券がマイナス要因と
なりました。

　ここでは、「ＧＷ７つの卵」の第20期の基準価額騰落率（マイナス2.97％）について、投資先の7資産が
どれだけ貢献したかをご確認いただけます。資産別要因分解を合計すると当ファンドの基準価額の騰落率
になります。
　資産別では、日本債券や北米株式、日本大型株式、海外債券の各ＧＷマザーファンドがマイナスが、
他の資産のＧＷマザーファンドのプラスを上回り、基準価額は下落しました。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
●上記要因分解は、当ファンドの今期の騰落率と各GWマザーファンドの配分を考慮し、簡便計算したものです。
実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
●四捨五入処理をして表示しておりますので、合計が100％にならない場合があります。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
●上記要因分解は概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。
　傾向を知るための参考値としてご覧ください。

資産構成（各GWマザーファンド等の組入率） 通貨構成

日本大型株式

24.6％

海外債券

9.9％

日本小型株式

8.2％
日本債券

17.1％
北米株式

19.8％

欧州先進国株式

14.1％

アジア太平洋先進国株式

4.4％

日本円
51.9％

米ドル
23.8％

ユーロ
10.7％

英ポンド
4.8％

豪ドル
3.0％

その他通貨
5.8％短期資産その他

1.9％

1

1 基準価額と分配金について

2 ポートフォリオの概要

■運用実績（2022年1月～2023年1月）■

設定来の基準価額の推移
（2003/2/28（設定日）～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※分配金は毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない
こともあります。

※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値、分配実績は税引前の1万口当たりの値です。
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。
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10,295円
税引前分配金
控除後

（注）データは2023年1月10日現在
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日本大型株式
-0.41％

日本小型株式
0.00％

北米株式
-0.45％

欧州先進国株式
0.01％

-2.97％

-6％ -3％ 0％ 3％ 6％

市場別要因分解

-2.97％

通貨別要因分解

為替市場要因
4.91％

海外債券
-0.35％分配金実績

基準価額（税引前分配金控除後）

第2期
（2005/1/11）

800円
10,781円

第3期
（2006/1/10）

2,700円
10,805円

第1期
（2004/1/13）

1,700円
10,776円

第5期
（2008/1/10）

30円
9,781円

第4期
（2007/1/10）

1,000円
10,671円

第6期
（2009/1/13）

30円
6,199円 7,807円

第7期
（2010/1/12）

7,448円

第8期
（2011/1/11）

30円50円

第9期
（2012/1/10）

30円
6,637円

第10期
（2013/1/10）

30円
8,083円

分配金実績
基準価額（税引前分配金控除後）

第19期
（2022/1/11）

1,100円
10,816円

第20期
（2023/1/10）

200円
10,295円

第11期
（2014/1/10）

350円
10,372円 9,433円

第16期
（2019/1/10）

30円
10,636円

第18期
（2021/1/12）

600円
10,427円

第17期
（2020/1/10）

500円
10,765円

第15期
（2018/1/10）

1,500円
10,457円

第14期
（2017/1/10）

500円

第12期
（2015/1/13）

700円
10,718円

第13期
（2016/1/12）

300円
10,132円

第20期騰落率
－2.97％

債券市場要因
-2.41％

アジア太平洋先進国株式
0.01％　　　　

日本債券
-1.78％

株式市場要因
-5.47％

0％ 1％ 4％3％2％

その他通貨 
0.54％

ユーロ 
0.73％

米ドル 
3.29％

豪ドル 
0.23％

英ポンド 
0.12％
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（信頼できると判断したデータをもとに日興グローバルラップ株式会社が作成）
上記は、日興グローバルラップ株式会社から提供された見解・情報であり、日興アセットマネジメントが保証するものではありません。

■投資環境の振り返り（2022年1月～2023年1月）■

日本株式市場 国債利回り（日／米／独）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
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　世界経済については、世界的な物価上昇圧力がようやく鈍化方向に転じ始めていますが、2022年来の高
インフレや大幅利上げが景気に及ぼす悪影響はこれから顕在化してくると思われます。米国では企業活動の
不振がみられるほか個人消費にも陰りが見られ、今後、景気減速感が強まるものと考えられます。欧州では2022年末
以降、経済成長がマイナスに陥っていると見られ、家計の消費や企業の生産活動は依然として低調であり、
景気は後退局面を迎える公算が大きくなっています。日本では、企業による堅調な設備投資や政府の経済対策の
効果を支えに内需は底堅さを維持しているものの、今後、欧米や中国などの景気悪化の影響を受け、景気回復
の勢いは鈍化していくと思われます。
　金融政策に関しては、米国などの主要金融当局が2022年末に利上げ幅を縮小するなど景気への配慮を
示しましたが、インフレ抑制に対する前向きな姿勢は崩してはおらず、利上げが長期化するとの観測も根強く残って
います。一方、日銀については、黒田総裁の任期が4月に切れることから、新総裁の下での金融政策変更への
思惑が強まりやすくなると考えられます。
　世界株式市場では、主要金融当局による利上げ幅縮小の動きが市場の下支え要因になると見込まれますが、
今後、世界景気の悪化が明確となることで上値の重い相場展開が継続すると思われます。
　主要国の国債市場では、米欧金融当局による金融引き締めの継続を背景とした売り圧力は残ると思われます。
インフレ圧力の低下や世界景気の悪化を視野に入れ、買い圧力が次第に強まることも考えられます。
　為替市場に関しては、日本の貿易収支悪化などの円売り要因は残りますが、米国の物価高の沈静化や景気の
悪化観測が強まっていることや日銀の政策動向が金融市場で意識されるようになってきていることを考慮すると、
円買い･米ドル売り圧力が高まる可能性が考えられます。
　各国・地域における見通しやリスク要因は、以下のとおりです。

　株式市場では、国内景気の底堅さが相場を下支えすると期待されますが、世界景気の減速をにらみ、当面は上値の重い展開が
続くと考えられます。しかし年末にかけては、世界景気の持ち直しを見越して上昇余地が広がっていく可能性もあると見ています。
　国債市場については、国内物価の騰勢が続くなか、4月に予定される日銀総裁の交代を受けて金融政策の変更が意識
されやすい状況となり、不安定な値動きを示す場面が増えると思われます。
＜注目点＞ 黒田総裁退任後の日銀の金融政策、中国からの訪日客によるインバウンド消費の動向

日　　本

（情報提供：日興グローバルラップ株式会社）

米　　国
　株式市場は、米国景気の減速感が強まりつつあるなかで、当面は不安定な動きを示すと思われます。しかし年末にかけて景気
底打ちへの期待が高まるにつれて、株価は次第に上昇傾向を強めるものと見ています。
　国債市場では、インフレ抑制に注力する米国金融当局の政策姿勢をにらみ、債券を売る動きは当面継続すると思われますが、
米国景気の悪化観測を受けて買いが優勢となる場面も見込まれます。
＜注目点＞景気減速感が強まるなかでインフレ抑制をめざす米国金融当局の政策姿勢

欧　　州
　株式市場では、域内におけるインフレ鎮静化の動きが株高要因となりますが、景気後退や金融当局による利上げ継続が視野
に入ることで、株価が下振れしやすい状況が続くと思われます。
　国債市場では、域内の主要金融当局が粘り強く金融引き締めを続ける方針を明確に示しているため売り圧力が続く可能性が
あり、欧州景気が後退局面入りすると見込まれることから、徐々に買いが優勢となる展開を見込みます。
＜注目点＞ 域内の物価および景気動向、域内の金融政策

アジア太平洋
　株式市場については、米国や欧州での景気減速観測に加え、中国景気の一段の悪化が売り圧力になると思われますが、
豪州で個人消費を中心として内需の回復が期待されることが株価の下支え要因になるものと見ています。
＜注目点＞ 米国や中国の景気、豪中関係、商品価格の動向

為　　替
　円相場に関しては、日本の貿易収支悪化などの円売り要因が残ることで、円の上値は抑えられると見られます。しかし、米国
において物価が沈静化に向かうなかで景気悪化観測が強まっていることや、総裁の交代を控える日銀が何らかの政策変更を
行なうのではないかとの思惑が働きやすくなってきているため、円高･米ドル安圧力が次第に高まっていくと見ています。
＜注目点＞ 日米の金融政策の方向性の違い、米長期金利、日本の貿易収支

米10年国債

独10年国債

日10年国債

内外株式
　国内株式市場は、新型コロナウイルスの感染急拡大やウクライナ紛争を巡る地政学リスクの高まりを受け、
2022年3月上旬にかけて下落した後、原油価格急騰の動きが一巡したことへの安心感などから、月末に
かけて急反発しました。4月以降は、世界的な高インフレを背景とした金融引き締めが売り材料となる一方、
急速な円安進行を受けた輸出企業の業績改善期待が買い材料となり、11月にかけて上昇と下落を繰り返す
相場展開となりました。その後は、円高に転じたことや日銀が長期金利の許容変動幅の拡大を決定した
ことなどが嫌気され、期末にかけて軟調に推移しました。
　海外株式市場は、ウクライナ紛争の影響などから物価の大幅な上昇が進んだことや、米欧などの主要金融
当局による利上げ実施などで、期初から2022年10月にかけて下落基調で推移しました。その間、原油価格
高騰に一服感が広がった3月や、米金融当局による利上げ加速観測がいったん後退した7月前後の相場
は反発しましたが、高インフレや急速な金融引き締めの流れのなか、株価の上昇は長続きしませんでした。
10月以降は米欧金融当局による利上げペース鈍化の動きを見越して買いが優勢となりましたが、12月に
入ると利上げの長期化観測が強まったことで売り圧力が高まる場面も見られました。

内外債券
　内外債券市場は、世界的にインフレが進むなか、米欧などの主要金融当局による金融引き締め姿勢を
にらみ、2022年6月にかけて下落傾向で推移しました。その後、世界景気の減速懸念が強まるといったん反発
しましたが、8月に入ると、米欧金融当局による積極的な利上げ継続観測を受けて再び売りが優勢となりました。
10月以降、再び米欧での利上げペース鈍化観測が強まったことで上昇に転じた後、12月には米欧金融
当局が引き締めの継続姿勢を強調したことや、日銀が国内長期金利の許容変動幅を拡大したことなどが
売り材料となり反落しましたが、2023年に入ると物価の騰勢鈍化を見越した買いが広がりました。

為　　替
　前期末に1米ドル＝115円台にあった円の対米ドル相場は、米国の積極的な利上げを背景に2022年10月
にかけて大幅に下落しました。この間、9月以降に日銀が円買い･米ドル売りの為替介入を実施すると急反発
しましたが、介入の効果は長続きしませんでした。しかしその後は、米国における利上げペースの鈍化観測が
米ドル売り要因となったことに加え、日銀による金融政策の一部修正を背景に国内長期金利が上昇したことが
円買い要因となり、大幅に円高･米ドル安が進み、132円台で期末を迎えました。一方、前期末に1ユーロ
=131円台にあった円の対ユーロ相場は、ウクライナ紛争を受けて期の初めにユーロ売りが広がりましたが、
2022年3月上旬以降は欧州金融当局の引き締め姿勢などを背景に10月までユーロ高傾向で推移しました。
その後は、欧州域内における景気の先行き警戒感が高まるなか、日銀の金融政策の一部修正などを受けて
円を買う動きが強まり、142円水準で期末を迎えました。
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（信頼できると判断したデータをもとに日興グローバルラップ株式会社が作成）
上記は、日興グローバルラップ株式会社から提供された見解・情報であり、日興アセットマネジメントが保証するものではありません。

■投資環境の振り返り（2022年1月～2023年1月）■

日本株式市場 国債利回り（日／米／独）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
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　世界経済については、世界的な物価上昇圧力がようやく鈍化方向に転じ始めていますが、2022年来の高
インフレや大幅利上げが景気に及ぼす悪影響はこれから顕在化してくると思われます。米国では企業活動の
不振がみられるほか個人消費にも陰りが見られ、今後、景気減速感が強まるものと考えられます。欧州では2022年末
以降、経済成長がマイナスに陥っていると見られ、家計の消費や企業の生産活動は依然として低調であり、
景気は後退局面を迎える公算が大きくなっています。日本では、企業による堅調な設備投資や政府の経済対策の
効果を支えに内需は底堅さを維持しているものの、今後、欧米や中国などの景気悪化の影響を受け、景気回復
の勢いは鈍化していくと思われます。
　金融政策に関しては、米国などの主要金融当局が2022年末に利上げ幅を縮小するなど景気への配慮を
示しましたが、インフレ抑制に対する前向きな姿勢は崩してはおらず、利上げが長期化するとの観測も根強く残って
います。一方、日銀については、黒田総裁の任期が4月に切れることから、新総裁の下での金融政策変更への
思惑が強まりやすくなると考えられます。
　世界株式市場では、主要金融当局による利上げ幅縮小の動きが市場の下支え要因になると見込まれますが、
今後、世界景気の悪化が明確となることで上値の重い相場展開が継続すると思われます。
　主要国の国債市場では、米欧金融当局による金融引き締めの継続を背景とした売り圧力は残ると思われます。
インフレ圧力の低下や世界景気の悪化を視野に入れ、買い圧力が次第に強まることも考えられます。
　為替市場に関しては、日本の貿易収支悪化などの円売り要因は残りますが、米国の物価高の沈静化や景気の
悪化観測が強まっていることや日銀の政策動向が金融市場で意識されるようになってきていることを考慮すると、
円買い･米ドル売り圧力が高まる可能性が考えられます。
　各国・地域における見通しやリスク要因は、以下のとおりです。

　株式市場では、国内景気の底堅さが相場を下支えすると期待されますが、世界景気の減速をにらみ、当面は上値の重い展開が
続くと考えられます。しかし年末にかけては、世界景気の持ち直しを見越して上昇余地が広がっていく可能性もあると見ています。
　国債市場については、国内物価の騰勢が続くなか、4月に予定される日銀総裁の交代を受けて金融政策の変更が意識
されやすい状況となり、不安定な値動きを示す場面が増えると思われます。
＜注目点＞ 黒田総裁退任後の日銀の金融政策、中国からの訪日客によるインバウンド消費の動向

日　　本

（情報提供：日興グローバルラップ株式会社）

米　　国
　株式市場は、米国景気の減速感が強まりつつあるなかで、当面は不安定な動きを示すと思われます。しかし年末にかけて景気
底打ちへの期待が高まるにつれて、株価は次第に上昇傾向を強めるものと見ています。
　国債市場では、インフレ抑制に注力する米国金融当局の政策姿勢をにらみ、債券を売る動きは当面継続すると思われますが、
米国景気の悪化観測を受けて買いが優勢となる場面も見込まれます。
＜注目点＞景気減速感が強まるなかでインフレ抑制をめざす米国金融当局の政策姿勢

欧　　州
　株式市場では、域内におけるインフレ鎮静化の動きが株高要因となりますが、景気後退や金融当局による利上げ継続が視野
に入ることで、株価が下振れしやすい状況が続くと思われます。
　国債市場では、域内の主要金融当局が粘り強く金融引き締めを続ける方針を明確に示しているため売り圧力が続く可能性が
あり、欧州景気が後退局面入りすると見込まれることから、徐々に買いが優勢となる展開を見込みます。
＜注目点＞ 域内の物価および景気動向、域内の金融政策

アジア太平洋
　株式市場については、米国や欧州での景気減速観測に加え、中国景気の一段の悪化が売り圧力になると思われますが、
豪州で個人消費を中心として内需の回復が期待されることが株価の下支え要因になるものと見ています。
＜注目点＞ 米国や中国の景気、豪中関係、商品価格の動向

為　　替
　円相場に関しては、日本の貿易収支悪化などの円売り要因が残ることで、円の上値は抑えられると見られます。しかし、米国
において物価が沈静化に向かうなかで景気悪化観測が強まっていることや、総裁の交代を控える日銀が何らかの政策変更を
行なうのではないかとの思惑が働きやすくなってきているため、円高･米ドル安圧力が次第に高まっていくと見ています。
＜注目点＞ 日米の金融政策の方向性の違い、米長期金利、日本の貿易収支
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独10年国債

日10年国債

内外株式
　国内株式市場は、新型コロナウイルスの感染急拡大やウクライナ紛争を巡る地政学リスクの高まりを受け、
2022年3月上旬にかけて下落した後、原油価格急騰の動きが一巡したことへの安心感などから、月末に
かけて急反発しました。4月以降は、世界的な高インフレを背景とした金融引き締めが売り材料となる一方、
急速な円安進行を受けた輸出企業の業績改善期待が買い材料となり、11月にかけて上昇と下落を繰り返す
相場展開となりました。その後は、円高に転じたことや日銀が長期金利の許容変動幅の拡大を決定した
ことなどが嫌気され、期末にかけて軟調に推移しました。
　海外株式市場は、ウクライナ紛争の影響などから物価の大幅な上昇が進んだことや、米欧などの主要金融
当局による利上げ実施などで、期初から2022年10月にかけて下落基調で推移しました。その間、原油価格
高騰に一服感が広がった3月や、米金融当局による利上げ加速観測がいったん後退した7月前後の相場
は反発しましたが、高インフレや急速な金融引き締めの流れのなか、株価の上昇は長続きしませんでした。
10月以降は米欧金融当局による利上げペース鈍化の動きを見越して買いが優勢となりましたが、12月に
入ると利上げの長期化観測が強まったことで売り圧力が高まる場面も見られました。

内外債券
　内外債券市場は、世界的にインフレが進むなか、米欧などの主要金融当局による金融引き締め姿勢を
にらみ、2022年6月にかけて下落傾向で推移しました。その後、世界景気の減速懸念が強まるといったん反発
しましたが、8月に入ると、米欧金融当局による積極的な利上げ継続観測を受けて再び売りが優勢となりました。
10月以降、再び米欧での利上げペース鈍化観測が強まったことで上昇に転じた後、12月には米欧金融
当局が引き締めの継続姿勢を強調したことや、日銀が国内長期金利の許容変動幅を拡大したことなどが
売り材料となり反落しましたが、2023年に入ると物価の騰勢鈍化を見越した買いが広がりました。

為　　替
　前期末に1米ドル＝115円台にあった円の対米ドル相場は、米国の積極的な利上げを背景に2022年10月
にかけて大幅に下落しました。この間、9月以降に日銀が円買い･米ドル売りの為替介入を実施すると急反発
しましたが、介入の効果は長続きしませんでした。しかしその後は、米国における利上げペースの鈍化観測が
米ドル売り要因となったことに加え、日銀による金融政策の一部修正を背景に国内長期金利が上昇したことが
円買い要因となり、大幅に円高･米ドル安が進み、132円台で期末を迎えました。一方、前期末に1ユーロ
=131円台にあった円の対ユーロ相場は、ウクライナ紛争を受けて期の初めにユーロ売りが広がりましたが、
2022年3月上旬以降は欧州金融当局の引き締め姿勢などを背景に10月までユーロ高傾向で推移しました。
その後は、欧州域内における景気の先行き警戒感が高まるなか、日銀の金融政策の一部修正などを受けて
円を買う動きが強まり、142円水準で期末を迎えました。
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＊2022年4月1日以降は東証スタンダード市場指数を、それ以前は日経ジャスダック平均を使用しています。そのため、日経ジャスダック平均については、東証スタンダード市場指数の
基準値（2022年4月1日の値）である1,000を起点とし遡って指数化しています。
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■日本大型株式への投資について■

日本大型株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

ベンチマークとパフォーマンス?
ベンチマークとは、ファンドの運用者にとっての運用目標です。ベンチマークを上回っていれば良い成果が上がっていると言えますし、
下回っていれば、残念ながら思わしくない成果となっていることを表します。ベンチマークは、お客様がファンドを理解する際の手助
けにもなります。ファンドのベンチマークには、取引所や金融機関などが発表する広く知られた指数を用いることが多く、このような
指数は長期にわたって計算・発表されているものがほとんどです。

運用を担当するJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　日本株式市場は、期を通して国内外の物価や金融政策の動向に左右される展開となりました。期初から
6月にかけては、米国の物価上昇を受けて、金融引き締めペースが市場予想よりも速くなる可能性が浮上した
ことに加えて、ウクライナ紛争や中国の主要都市でのロックダウン（都市封鎖）による経済への影響も懸念
されました。その後は、参院選で自民党が勝利したことや、金融引き締めへの警戒感が一時的に後退した
ことなどを受けて堅調に推移する局面もありましたが、12月に日銀が市場予想に反し金融政策の一部変更に
踏み切ったことが嫌気され、下落して期末を迎えました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス1.79%となり、ベンチマークを1.85%上回りました。エネルギー需給が
ひっ迫したことでプラント投資拡大への期待が高まった建設株の保有などがプラスに寄与した一方で、コロナ
関連検査製品などの売上増加で業績は堅調だったものの、受託を予定していたコロナワクチンの開発中止
などで軟調に推移した化学株の保有などがマイナス要因となりました。

【2023年の運用方針】
　日銀の金融政策に関する不透明性が高まったことから、短期的には市場の思惑が交錯しやすいと状況と
見ています。一方で、訪日外国人観光客数の回復をはじめ、海外と比べて出遅れていたコロナ禍からの経済
活動の再開が見込まれ、既に減速感が強まっている海外経済と対照的な動きになると考えられます。銘柄
選択の観点からは、コロナ禍がもたらした経済や社会における構造変化から恩恵が期待できる企業や、これ
までマイナスの影響を受けて低迷していた業績の回復が期待できる企業の見極めが必要であり、企業業績の
構造的な変化と、循環的な回復の双方に注視することが重要だと考えます。引き続き、銘柄選択にあたっては、
原則として長期的業績予想に基づく株価評価モデルに従い、業種に対する配分を中立に保つ方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　国内外の経済や政治情勢に左右され難しい投資環境となりましたが、好業績を背景に株価が堅調に
推移した銘柄がパフォーマンスをけん引し、ベンチマークを上回りました。今後もJPモルガンの強みである充実
したアナリスト・チームが的確な業績予想を続けていけるのかモニタリングしていく方針です。

日本大型株式
GWマザーファンド

－1.79％

－3.64％

1.85％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、ラッセル野村大型インデックスです。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。
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■日本小型株式への投資について■

日本小型株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、ラッセル野村小型インデックスです。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するスパークス・アセット・マネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　日本株式市場は、ウクライナ紛争や世界的なインフレ、中国の景気悪化懸念などから不透明感の強い相場
展開となりました。また、急速に進行するインフレ抑制のため、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする
主要金融当局が金融政策を引き締めに転換したほか、年末には日銀も長期金利の変動幅拡大を容認したこと
がサプライズとなり株式市場の下落圧力となりました。小型株式市場は底堅く推移したものの、これらの金融
政策の転換などはバリュエーション（企業価値評価）が特に高かった新興株の下落をもたらしました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス0.15%となり、ベンチマークを1.23%下回りました。期を通じて、内需の
回復を期待して、消費関連銘柄や国内設備、建設投資関連銘柄などへの新規投資を行ないました。

【2023年の運用方針】
　2022年12月の日銀の政策一部修正はサプライズとして受け取られ株式市場は急落しましたが、実際の
金利上昇余地は小さく、実体経済への悪影響は限定的と考えます。一方、訪日外国人旅行者の増加、企業
の価格転嫁の進捗、機械、電子部品不足の解消など2022年に比べて国内経済の改善余地は大きく、海外
経済の悪化や金利上昇によるマイナスの影響を上回ると考えます。それに伴ない日本の株式市場も上昇に
転じると見ています。足元では円安基調からの転換が嫌気されていますが、絶対水準としては企業業績には
好影響となるレベルと考えます。当マザーファンドの運用方針に大きな変更はありませんが、コロナ禍の恩恵
を受けていた銘柄を除き幅広い銘柄の業績が回復する局面にあると考えており、割安に放置されている銘柄
中心に投資を行ないます。また、サプライチェーンの見直しや環境配慮への対応という中長期的なトレンドの
恩恵が期待できる銘柄の発掘を継続していく方針です。一方、インフレや賃金上昇は確実に進むと考えており、
その影響を注視しながら銘柄を選別していきます。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　前年に株価が大幅に上昇しパフォーマンスに寄与した銘柄が2022年には逆に売られる結果となったこと
が今期のリターンのマイナスに影響しました。スパークスは長期保有を前提として投資することが多いですが、
適切な売り時を逃していないか注視していきます。

日本小型株式
GWマザーファンド

－0.15％

1.08％

－1.23％

マザーファンド名

ファンド・リターン
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ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）

22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 （年/月）22/1 23/1

日本大型株式GWマザーファンド

ベンチマーク
日本小型株式GWマザーファンド

ベンチマーク
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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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■日本大型株式への投資について■

日本大型株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

ベンチマークとパフォーマンス?
ベンチマークとは、ファンドの運用者にとっての運用目標です。ベンチマークを上回っていれば良い成果が上がっていると言えますし、
下回っていれば、残念ながら思わしくない成果となっていることを表します。ベンチマークは、お客様がファンドを理解する際の手助
けにもなります。ファンドのベンチマークには、取引所や金融機関などが発表する広く知られた指数を用いることが多く、このような
指数は長期にわたって計算・発表されているものがほとんどです。

運用を担当するJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　日本株式市場は、期を通して国内外の物価や金融政策の動向に左右される展開となりました。期初から
6月にかけては、米国の物価上昇を受けて、金融引き締めペースが市場予想よりも速くなる可能性が浮上した
ことに加えて、ウクライナ紛争や中国の主要都市でのロックダウン（都市封鎖）による経済への影響も懸念
されました。その後は、参院選で自民党が勝利したことや、金融引き締めへの警戒感が一時的に後退した
ことなどを受けて堅調に推移する局面もありましたが、12月に日銀が市場予想に反し金融政策の一部変更に
踏み切ったことが嫌気され、下落して期末を迎えました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス1.79%となり、ベンチマークを1.85%上回りました。エネルギー需給が
ひっ迫したことでプラント投資拡大への期待が高まった建設株の保有などがプラスに寄与した一方で、コロナ
関連検査製品などの売上増加で業績は堅調だったものの、受託を予定していたコロナワクチンの開発中止
などで軟調に推移した化学株の保有などがマイナス要因となりました。

【2023年の運用方針】
　日銀の金融政策に関する不透明性が高まったことから、短期的には市場の思惑が交錯しやすいと状況と
見ています。一方で、訪日外国人観光客数の回復をはじめ、海外と比べて出遅れていたコロナ禍からの経済
活動の再開が見込まれ、既に減速感が強まっている海外経済と対照的な動きになると考えられます。銘柄
選択の観点からは、コロナ禍がもたらした経済や社会における構造変化から恩恵が期待できる企業や、これ
までマイナスの影響を受けて低迷していた業績の回復が期待できる企業の見極めが必要であり、企業業績の
構造的な変化と、循環的な回復の双方に注視することが重要だと考えます。引き続き、銘柄選択にあたっては、
原則として長期的業績予想に基づく株価評価モデルに従い、業種に対する配分を中立に保つ方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　国内外の経済や政治情勢に左右され難しい投資環境となりましたが、好業績を背景に株価が堅調に
推移した銘柄がパフォーマンスをけん引し、ベンチマークを上回りました。今後もJPモルガンの強みである充実
したアナリスト・チームが的確な業績予想を続けていけるのかモニタリングしていく方針です。

日本大型株式
GWマザーファンド

－1.79％

－3.64％

1.85％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、ラッセル野村大型インデックスです。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。
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■日本小型株式への投資について■

日本小型株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、ラッセル野村小型インデックスです。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するスパークス・アセット・マネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　日本株式市場は、ウクライナ紛争や世界的なインフレ、中国の景気悪化懸念などから不透明感の強い相場
展開となりました。また、急速に進行するインフレ抑制のため、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする
主要金融当局が金融政策を引き締めに転換したほか、年末には日銀も長期金利の変動幅拡大を容認したこと
がサプライズとなり株式市場の下落圧力となりました。小型株式市場は底堅く推移したものの、これらの金融
政策の転換などはバリュエーション（企業価値評価）が特に高かった新興株の下落をもたらしました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス0.15%となり、ベンチマークを1.23%下回りました。期を通じて、内需の
回復を期待して、消費関連銘柄や国内設備、建設投資関連銘柄などへの新規投資を行ないました。

【2023年の運用方針】
　2022年12月の日銀の政策一部修正はサプライズとして受け取られ株式市場は急落しましたが、実際の
金利上昇余地は小さく、実体経済への悪影響は限定的と考えます。一方、訪日外国人旅行者の増加、企業
の価格転嫁の進捗、機械、電子部品不足の解消など2022年に比べて国内経済の改善余地は大きく、海外
経済の悪化や金利上昇によるマイナスの影響を上回ると考えます。それに伴ない日本の株式市場も上昇に
転じると見ています。足元では円安基調からの転換が嫌気されていますが、絶対水準としては企業業績には
好影響となるレベルと考えます。当マザーファンドの運用方針に大きな変更はありませんが、コロナ禍の恩恵
を受けていた銘柄を除き幅広い銘柄の業績が回復する局面にあると考えており、割安に放置されている銘柄
中心に投資を行ないます。また、サプライチェーンの見直しや環境配慮への対応という中長期的なトレンドの
恩恵が期待できる銘柄の発掘を継続していく方針です。一方、インフレや賃金上昇は確実に進むと考えており、
その影響を注視しながら銘柄を選別していきます。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　前年に株価が大幅に上昇しパフォーマンスに寄与した銘柄が2022年には逆に売られる結果となったこと
が今期のリターンのマイナスに影響しました。スパークスは長期保有を前提として投資することが多いですが、
適切な売り時を逃していないか注視していきます。

日本小型株式
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超過リターン
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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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■日本債券への投資について■

日本債券GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当する三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　2022年の長期金利は、上昇（価格は下落）しました。12月中旬までは、海外の主要金融当局が金融引き締め
姿勢を強めるなか、日銀の金融政策正常化に対する思惑が燻ぶり続け、長期金利は日銀が許容するレンジ
上限の0.25%近傍で推移しました。しかし、日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策の一部
見直しを決定するとさらなる政策修正に対する思惑が強まり、12月末には0.40%台前半で期を終えました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス5.41%となり、ベンチマークを0.33%下回りました。デュレーション
戦略は概ね短期化、イールドカーブ戦略は概ね超長期ゾーンのアンダーウェイトを基調に運営しました。また、
日銀の政策一部修正を受けて7~10年ゾーンをアンダーウェイトとしました。クレジット戦略は、キャリーを確保する
ためオーバーウェイトは維持しつつも、主要金融当局による金融引き締め姿勢や国債市場における流動性
低下により市場心理が悪化していることから、劣後債や長期債を中心にリスク感応度の高い銘柄を売却し
オーバーウェイト幅を縮小しました。年間では金利戦略のプラスをクレジット戦略のマイナスが上回りました。

【2023年の運用方針】
　日銀は、物価安定の目標には依然として距離があるとしているものの政策の一部見直しは市場から事実上
の利上げと捉えられており、今後は物価の持続的な上昇を確認しながら金融正常化を模索するとの観測が
高まっています。一方で、米欧など主要金融当局はこれまでの積極的な金融引き締めから利上げペースを
鈍化させ、政策効果を見極める局面へと移行しつつあります。国内の金利環境は海外経済の状況次第ながら、
日銀の政策一部修正に対する思惑から金利が上昇しやすい地合いを見込んでいます。イールドカーブ全体に
金利上昇圧力がかかりやすいものの、長期金利が日銀の許容するレンジ上限に達した場合は、特に超長期
ゾーンに圧力がかかりやすい展開を見込んでいます。クレジット市場は、市場心理の悪化が継続していること
などからスプレッドは拡大基調での推移を想定します。デュレーション戦略はショート、イールドカーブ戦略は、
年限ごとの動向などを見極めつつ、長期的には日銀の買い入れによる影響が相対的に小さい超長期ゾーンの
アンダーウェイトを基調に運用する方針です。クレジット戦略はオーバーウェイトを維持しますが、購入時の
銘柄選別を強める一方、長期ゾーン中心にリスク感応度の高い銘柄を売却していく方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　昨年12月に日銀が決定した長期金利の変動幅拡大は、市場では事実上の利上げと捉えられており、今後、
日銀が金融政策の正常化を模索するとの観測が高まっています。こうしたなか、三井住友トラスト・アセット
マネジメントが、どのような運用を行なっていくのかに注目してモニタリングをしていきます。

日本債券
GWマザーファンド

－5.41％
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マザーファンド名
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（B）
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（A）－（B）

■北米株式への投資について■

北米株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ北米インデックス（ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシーのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　2022年の北米株式市場は下落しました。前半は、インフレ率が上昇し、利上げへの警戒感が高まったこと
などを背景に下落しました。こうしたなか、3月にはFRBがゼロ金利政策を解除し利上げを決定しました。後半は、
0.75%の大幅利上げが複数回にわたり実施されたものの一部の経済指標が下振れしたことから、FRBが
景気に配慮して引き締めペースを減速するとの期待が高まり、一時的に反発しましたが、秋以降は再びインフレ率
が高い伸びをみせ、FRBはインフレ抑制のために大幅利上げを継続したため、株式市場では景気減速への
懸念が高まり、軟調な展開となりました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス3.17%となり、ベンチマークを0.78%上回りました。業種別では、
生活必需品や公益などがマイナスに影響した一方、エネルギーや一般消費財・サービスなどはプラスに
寄与しました。

【2023年の運用方針】
　米国経済については、利上げによる景気減速の兆候が見られることや、需要低下や資金調達コストの
上昇などによる企業業績の下振れを警戒しています。しかし、米国の家計や企業の財務は概ね健全である
ことから、想定以上に景気が悪化することはないと見ています。高金利環境下では、借り入れ比率の高い
企業は苦戦を強いられる一方、資本を効率的に配分している企業は成長の可能性が高いと思われます。
当マザーファンドでは、電子商取引やクラウド、電子決済や革新的なヘルスケア産業などの投資テーマに注目
すると共に、アクティブ運用の強みを活用し、質の高い銘柄を発掘することに注力しています。こうした成長
機会の追求と慎重なリスク管理により、長期的な信託資産の成長が可能であると考えています。今後も市場
環境に留意しつつ、個別企業の調査・分析を行なうことで、成長性が高くバリュエーションが魅力的な銘柄の
発掘に注力していく方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　当マザーファンドにおいてジャナスは、特定のセクターへ傾注することなく、各セクター担当のアナリスト
が幅広く銘柄選定を行ないます。分散型ポートフォリオに着目したモニタリングを継続していきます。
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GWマザーファンド

－3.17％

－3.95％

0.78％
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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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■日本債券への投資について■

日本債券GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当する三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　2022年の長期金利は、上昇（価格は下落）しました。12月中旬までは、海外の主要金融当局が金融引き締め
姿勢を強めるなか、日銀の金融政策正常化に対する思惑が燻ぶり続け、長期金利は日銀が許容するレンジ
上限の0.25%近傍で推移しました。しかし、日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策の一部
見直しを決定するとさらなる政策修正に対する思惑が強まり、12月末には0.40%台前半で期を終えました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス5.41%となり、ベンチマークを0.33%下回りました。デュレーション
戦略は概ね短期化、イールドカーブ戦略は概ね超長期ゾーンのアンダーウェイトを基調に運営しました。また、
日銀の政策一部修正を受けて7~10年ゾーンをアンダーウェイトとしました。クレジット戦略は、キャリーを確保する
ためオーバーウェイトは維持しつつも、主要金融当局による金融引き締め姿勢や国債市場における流動性
低下により市場心理が悪化していることから、劣後債や長期債を中心にリスク感応度の高い銘柄を売却し
オーバーウェイト幅を縮小しました。年間では金利戦略のプラスをクレジット戦略のマイナスが上回りました。

【2023年の運用方針】
　日銀は、物価安定の目標には依然として距離があるとしているものの政策の一部見直しは市場から事実上
の利上げと捉えられており、今後は物価の持続的な上昇を確認しながら金融正常化を模索するとの観測が
高まっています。一方で、米欧など主要金融当局はこれまでの積極的な金融引き締めから利上げペースを
鈍化させ、政策効果を見極める局面へと移行しつつあります。国内の金利環境は海外経済の状況次第ながら、
日銀の政策一部修正に対する思惑から金利が上昇しやすい地合いを見込んでいます。イールドカーブ全体に
金利上昇圧力がかかりやすいものの、長期金利が日銀の許容するレンジ上限に達した場合は、特に超長期
ゾーンに圧力がかかりやすい展開を見込んでいます。クレジット市場は、市場心理の悪化が継続していること
などからスプレッドは拡大基調での推移を想定します。デュレーション戦略はショート、イールドカーブ戦略は、
年限ごとの動向などを見極めつつ、長期的には日銀の買い入れによる影響が相対的に小さい超長期ゾーンの
アンダーウェイトを基調に運用する方針です。クレジット戦略はオーバーウェイトを維持しますが、購入時の
銘柄選別を強める一方、長期ゾーン中心にリスク感応度の高い銘柄を売却していく方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　昨年12月に日銀が決定した長期金利の変動幅拡大は、市場では事実上の利上げと捉えられており、今後、
日銀が金融政策の正常化を模索するとの観測が高まっています。こうしたなか、三井住友トラスト・アセット
マネジメントが、どのような運用を行なっていくのかに注目してモニタリングをしていきます。
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■北米株式への投資について■

北米株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ北米インデックス（ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシーのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　2022年の北米株式市場は下落しました。前半は、インフレ率が上昇し、利上げへの警戒感が高まったこと
などを背景に下落しました。こうしたなか、3月にはFRBがゼロ金利政策を解除し利上げを決定しました。後半は、
0.75%の大幅利上げが複数回にわたり実施されたものの一部の経済指標が下振れしたことから、FRBが
景気に配慮して引き締めペースを減速するとの期待が高まり、一時的に反発しましたが、秋以降は再びインフレ率
が高い伸びをみせ、FRBはインフレ抑制のために大幅利上げを継続したため、株式市場では景気減速への
懸念が高まり、軟調な展開となりました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス3.17%となり、ベンチマークを0.78%上回りました。業種別では、
生活必需品や公益などがマイナスに影響した一方、エネルギーや一般消費財・サービスなどはプラスに
寄与しました。

【2023年の運用方針】
　米国経済については、利上げによる景気減速の兆候が見られることや、需要低下や資金調達コストの
上昇などによる企業業績の下振れを警戒しています。しかし、米国の家計や企業の財務は概ね健全である
ことから、想定以上に景気が悪化することはないと見ています。高金利環境下では、借り入れ比率の高い
企業は苦戦を強いられる一方、資本を効率的に配分している企業は成長の可能性が高いと思われます。
当マザーファンドでは、電子商取引やクラウド、電子決済や革新的なヘルスケア産業などの投資テーマに注目
すると共に、アクティブ運用の強みを活用し、質の高い銘柄を発掘することに注力しています。こうした成長
機会の追求と慎重なリスク管理により、長期的な信託資産の成長が可能であると考えています。今後も市場
環境に留意しつつ、個別企業の調査・分析を行なうことで、成長性が高くバリュエーションが魅力的な銘柄の
発掘に注力していく方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　当マザーファンドにおいてジャナスは、特定のセクターへ傾注することなく、各セクター担当のアナリスト
が幅広く銘柄選定を行ないます。分散型ポートフォリオに着目したモニタリングを継続していきます。
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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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■欧州先進国株式への投資について■

欧州先進国株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ欧州インデックス（ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するMFSインターナショナル（U.K.）リミテッドのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　欧州先進国株式市場は上昇しました。前半は、インフレを巡る先行き不透明感やウクライナ紛争、中国の
ゼロコロナ政策などが嫌気され軟調な展開となりました。後半も、インフレの加速や主要金融当局の一段の
利上げによる景気後退への懸念や英国の政治的混乱などから下げ幅を拡大しました。10月以降、主要金融
当局の利上げペース緩和への期待や英国政治の混乱収束を受けて上昇に転じましたが、主要金融当局の
タカ派的な姿勢の継続が嫌気され、期末にかけて騰勢を失いました。円の対ユーロ相場については、日本が
金融緩和策を維持する一方、欧州では金融政策正常化の動きが強まったことなどからユーロが買われ、期末
には140円近辺まで円安･ユーロ高が進みました。
　当マザーファンドのリターンは3.75%となり、ベンチマークを2.22%下回りました。銘柄選択は、コミュニ
ケーション・サービスなどのマイナスが金融などのプラス寄与を上回りました。業種配分は、情報技術のアンダー
ウェイトなどがプラスに寄与しました。

【2023年の運用方針】
　欧州ではエネルギー問題が大きな課題となっていますが、足元の株式市場は底堅さを示しています。インフレ
にピークアウトの兆しがみられることや株価の割高感が後退していることが株式市場の下支えになると考え
られます。また英国政府が発表したエネルギー価格対策は、インフレ抑制に一定の効果をもたらすことが期待
されます。ただし、金融当局は景気への配慮よりもインフレ抑制を重視する姿勢を鮮明にしており、今後も
利上げを継続する姿勢を貫く可能性が高いため、当面は、金融政策の動向が市場の不安要因となると考え
られます。当マザーファンドでは、株価変動リスクに留意しながら、長期的視野に基づいた徹底した企業調査
をもとに運用を行ないます。本業に強みを持ち、景気動向を問わず、将来にわたって市場平均以上の収益／
キャッシュフローの成長が期待される一方で、株価も割安な水準にあると判断される、クオリティの高い企業群
への投資を継続する方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　持続的な利益成長が見込まれる魅力的なバリュエーションの銘柄を選定しているか、アナリストの担当
セクター変更（ローテーション）などにより運用チームの議論が活性化しているかなどに注目してモニタリング
する方針です。
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■アジア太平洋先進国株式への投資について■

アジア太平洋先進国株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

運用を担当するシュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッドのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　アジア太平洋先進国株式市場は上昇しました。年初来、商品価格の上昇を背景として、豪州株式が堅調に
推移したものの、世界的なインフレ率の上昇を受け、その対策として積極的な利上げが予想されるなか、年央
は冴えない展開となりました。年終盤は、米国のインフレ率が事前予想を下回ったため、投資家がより緩やかな
利上げを期待したことや、中国がゼロコロナ政策の大幅な緩和を打ち出したことがプラス要因となりました。
　当マザーファンドのリターンは12.49%となり、ベンチマークを0.34%上回りました。セクター配分では、
コミュニケーション・サービスのオーバーウェイトがマイナスとなった一方、不動産のアンダーウェイトがプラスと
なりました。銘柄選択では、資本財・サービスや素材が振るわなかった一方、コミュニケーション・サービスや
情報技術が奏功しました。

【2023年の運用方針】
　足元のアジア太平洋先進国株式市場は、インフレ水準やエネルギー価格の上昇、中国政府の政策リスクに
対する投資家の懸念などが高まるなか、世界的な景気後退入りが懸念されています。市場の不確実性が
増しており、株価が大きく変動する可能性があると見ています。このような環境下、ボトムアップによる銘柄
選択に注力し、企業の長期的なファンダメンタルズに焦点を当て、株価バリュエーションの規律を維持する
ことが重要と考えています。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　今期は、金利上昇局面に際して、シュローダーが従前よりバリュエーションの割高感を指摘してきたベンチ
マークの一部銘柄の非保有が奏功しており、運用規律がしっかりと保たれた点を評価しています。足元の
マーケット環境は、中国景気や金利動向など不透明な状況ですが、中国経済との連動性の高い香港株式や
金利の感応度の高い不動産セクターに対する、シュローダーの銘柄選定に着目したモニタリングを継続します。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに
円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

アジア太平洋先進国株式
GWマザーファンド
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12.15％

0.34％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）
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■欧州先進国株式への投資について■

欧州先進国株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ欧州インデックス（ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するMFSインターナショナル（U.K.）リミテッドのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　欧州先進国株式市場は上昇しました。前半は、インフレを巡る先行き不透明感やウクライナ紛争、中国の
ゼロコロナ政策などが嫌気され軟調な展開となりました。後半も、インフレの加速や主要金融当局の一段の
利上げによる景気後退への懸念や英国の政治的混乱などから下げ幅を拡大しました。10月以降、主要金融
当局の利上げペース緩和への期待や英国政治の混乱収束を受けて上昇に転じましたが、主要金融当局の
タカ派的な姿勢の継続が嫌気され、期末にかけて騰勢を失いました。円の対ユーロ相場については、日本が
金融緩和策を維持する一方、欧州では金融政策正常化の動きが強まったことなどからユーロが買われ、期末
には140円近辺まで円安･ユーロ高が進みました。
　当マザーファンドのリターンは3.75%となり、ベンチマークを2.22%下回りました。銘柄選択は、コミュニ
ケーション・サービスなどのマイナスが金融などのプラス寄与を上回りました。業種配分は、情報技術のアンダー
ウェイトなどがプラスに寄与しました。

【2023年の運用方針】
　欧州ではエネルギー問題が大きな課題となっていますが、足元の株式市場は底堅さを示しています。インフレ
にピークアウトの兆しがみられることや株価の割高感が後退していることが株式市場の下支えになると考え
られます。また英国政府が発表したエネルギー価格対策は、インフレ抑制に一定の効果をもたらすことが期待
されます。ただし、金融当局は景気への配慮よりもインフレ抑制を重視する姿勢を鮮明にしており、今後も
利上げを継続する姿勢を貫く可能性が高いため、当面は、金融政策の動向が市場の不安要因となると考え
られます。当マザーファンドでは、株価変動リスクに留意しながら、長期的視野に基づいた徹底した企業調査
をもとに運用を行ないます。本業に強みを持ち、景気動向を問わず、将来にわたって市場平均以上の収益／
キャッシュフローの成長が期待される一方で、株価も割安な水準にあると判断される、クオリティの高い企業群
への投資を継続する方針です。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　持続的な利益成長が見込まれる魅力的なバリュエーションの銘柄を選定しているか、アナリストの担当
セクター変更（ローテーション）などにより運用チームの議論が活性化しているかなどに注目してモニタリング
する方針です。

欧州先進国株式
GWマザーファンド

3.75％

5.97％

－2.22％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）

■アジア太平洋先進国株式への投資について■

アジア太平洋先進国株式GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

運用を担当するシュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッドのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　アジア太平洋先進国株式市場は上昇しました。年初来、商品価格の上昇を背景として、豪州株式が堅調に
推移したものの、世界的なインフレ率の上昇を受け、その対策として積極的な利上げが予想されるなか、年央
は冴えない展開となりました。年終盤は、米国のインフレ率が事前予想を下回ったため、投資家がより緩やかな
利上げを期待したことや、中国がゼロコロナ政策の大幅な緩和を打ち出したことがプラス要因となりました。
　当マザーファンドのリターンは12.49%となり、ベンチマークを0.34%上回りました。セクター配分では、
コミュニケーション・サービスのオーバーウェイトがマイナスとなった一方、不動産のアンダーウェイトがプラスと
なりました。銘柄選択では、資本財・サービスや素材が振るわなかった一方、コミュニケーション・サービスや
情報技術が奏功しました。

【2023年の運用方針】
　足元のアジア太平洋先進国株式市場は、インフレ水準やエネルギー価格の上昇、中国政府の政策リスクに
対する投資家の懸念などが高まるなか、世界的な景気後退入りが懸念されています。市場の不確実性が
増しており、株価が大きく変動する可能性があると見ています。このような環境下、ボトムアップによる銘柄
選択に注力し、企業の長期的なファンダメンタルズに焦点を当て、株価バリュエーションの規律を維持する
ことが重要と考えています。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　今期は、金利上昇局面に際して、シュローダーが従前よりバリュエーションの割高感を指摘してきたベンチ
マークの一部銘柄の非保有が奏功しており、運用規律がしっかりと保たれた点を評価しています。足元の
マーケット環境は、中国景気や金利動向など不透明な状況ですが、中国経済との連動性の高い香港株式や
金利の感応度の高い不動産セクターに対する、シュローダーの銘柄選定に着目したモニタリングを継続します。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはＭＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに
円換算したもの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

アジア太平洋先進国株式
GWマザーファンド
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（A）－（B）

12,000

11,000

8,000

9,000

10,000

12,000

11,000

10,000

9,000

ベンチマーク

欧州先進国株式GWマザーファンド

アジア太平洋先進国株式GWマザーファンド

ベンチマーク

（年/月）22/1 23/122/3 22/5 22/7 22/9 22/11（年/月）22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1



■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

11

■海外債券への投資について■

海外債券GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算した
もの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　海外債券市場では、持続的なインフレ圧力を受けて主要金融当局が利上げを実施したことから、主要国の
国債利回りは概ね上昇しました。為替市場では、円は対米ドル、対ユーロともに下落しました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス1.97%となり、ベンチマークを0.47%上回りました。ドイツ国債や
英国債をアンダーウェイトとしたことがプラスに寄与しました。また、メキシコペソやニュージーランドドルを
オーバーウェイトしたこともプラスに寄与しました。

【2023年の運用方針】
　中国と日本に経済回復や、欧州の景気に後退回避の兆しがみられることは、2023年の世界経済を
支える大きな要因になると見ています。中国では、ゼロコロナ政策の事実上の終了を受けて、緩やかなインフレ
上昇が見込まれています。米国は包括的歳出法案を可決しましたが、これに基づき段階的な財政緩和が
実行されれば、金融引き締め政策には重石となり、米国金利は長期的に高止まりすると見ています。こうした
状況のなか、欧州のデュレーションをアンダーウェイト、オーストラリアやニュージーランドをオーバーウェイトとする
ことを検討します。通貨別では、日本円、カナダドル、豪ドルや一部新興国通貨（メキシコペソ、南アフリカランド）を
オーバーウェイト、スイスフランについては慎重姿勢を維持することを検討します。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　今後、インフレ抑制を優先する主要金融当局のスタンスが世界的な景気後退を招く恐れがある一方で、
中国における今後の経済活動の正常化が世界経済を下支えすることが期待されています。こうしたなか、
ウエリントンがどのような運用を行なうかに着目してモニタリングをしていきます。

海外債券
GWマザーファンド
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－2.44％

0.47％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）
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■お申込みに際しての留意事項■

■ファンドの特色■

■リスク情報
○投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益
者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 

　当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の
価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準
価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の
変動により損失を被ることがあります。

○主なリスクは以下の通りです。（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】
※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。

■その他の留意事項
○当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興

アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
○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。
○投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構およ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、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象
とはなりません。 

○分配金は、投資信託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運用収益を超えて支払われる場合があります。
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。 

○投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、
投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、
お客様ご自身でご判断ください。

世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行ないます。
そして、効率的な資産配分を考えます。1

7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが
運用します。2
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバル
ラップ（日興GW）の助言をもとに日興アセットマネジメントが
行ないます＊。
＊最終的な運用アドバイザーの決定は、日興GWに加えて日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
（NAM アメリカズ）からの情報提供や助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

3

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

（年/月）22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1

オーバーウェイト、アンダーウェイト?
ファンドのベンチマークは、ファンドの実際の投資対象と同じ資産の値動きを表す指数に決めることが一般的です。例えば、日本
株式ファンドの場合、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとすることが多いようです。
オーバーウェイト、アンダーウェイトというのは、そのファンドの各資産の組入比率がベンチマークと比較してどうなっているかを意味
しています。オーバーウェイトというのは、ベンチマークがその資産を組入れている割合よりもファンドにおける組入比率が高いこと
を意味し、アンダーウェイトというのは、ベンチマークよりも少ない組入比率であるということです。つまり、ファンドマネージャーは、今
後比較的高い収益を上げると予想する銘柄の投資比率を高めたり、逆に値下がりが予想される銘柄の投資比率を引き下げたり
する訳です。このように、ベンチマークと比較して投資比率を引き上げていることを「オーバーウェイト（している）」と言い、引き下げ
ていることを「アンダーウェイト（している）」と言います。
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■海外債券への投資について■

海外債券GWマザーファンドの運用実績（2022/1/11～2023/1/10）

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※グラフのファンドおよびベンチマークは、グラフの起点を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース（現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算した
もの））です。
※超過リターンは、ファンド・リターンが評価の基準であるベンチマーク・リターンをどの程度上回ったか（下回ったか）を示しています。
※ＧＷとは、グローバル・ラップのことを示します。

運用を担当するウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのコメント
【上記の運用実績期間における市況と運用状況】
　海外債券市場では、持続的なインフレ圧力を受けて主要金融当局が利上げを実施したことから、主要国の
国債利回りは概ね上昇しました。為替市場では、円は対米ドル、対ユーロともに下落しました。
　当マザーファンドのリターンはマイナス1.97%となり、ベンチマークを0.47%上回りました。ドイツ国債や
英国債をアンダーウェイトとしたことがプラスに寄与しました。また、メキシコペソやニュージーランドドルを
オーバーウェイトしたこともプラスに寄与しました。

【2023年の運用方針】
　中国と日本に経済回復や、欧州の景気に後退回避の兆しがみられることは、2023年の世界経済を
支える大きな要因になると見ています。中国では、ゼロコロナ政策の事実上の終了を受けて、緩やかなインフレ
上昇が見込まれています。米国は包括的歳出法案を可決しましたが、これに基づき段階的な財政緩和が
実行されれば、金融引き締め政策には重石となり、米国金利は長期的に高止まりすると見ています。こうした
状況のなか、欧州のデュレーションをアンダーウェイト、オーストラリアやニュージーランドをオーバーウェイトとする
ことを検討します。通貨別では、日本円、カナダドル、豪ドルや一部新興国通貨（メキシコペソ、南アフリカランド）を
オーバーウェイト、スイスフランについては慎重姿勢を維持することを検討します。

【日興ＧＷファンドアナリストからのコメント】
　今後、インフレ抑制を優先する主要金融当局のスタンスが世界的な景気後退を招く恐れがある一方で、
中国における今後の経済活動の正常化が世界経済を下支えすることが期待されています。こうしたなか、
ウエリントンがどのような運用を行なうかに着目してモニタリングをしていきます。

海外債券
GWマザーファンド

－1.97％

－2.44％

0.47％

マザーファンド名

ファンド・リターン
（A）

ベンチマーク・リターン
（B）

超過リターン
（A）－（B）
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■お申込みに際しての留意事項■

■ファンドの特色■

■リスク情報
○投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益
者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 

　当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の
価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準
価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の
変動により損失を被ることがあります。

○主なリスクは以下の通りです。（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】
※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。

■その他の留意事項
○当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興

アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
○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。
○投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構およ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、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象
とはなりません。 

○分配金は、投資信託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運用収益を超えて支払われる場合があります。
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。 

○投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、
投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、
お客様ご自身でご判断ください。

世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行ないます。
そして、効率的な資産配分を考えます。1

7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが
運用します。2
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバル
ラップ（日興GW）の助言をもとに日興アセットマネジメントが
行ないます＊。
＊最終的な運用アドバイザーの決定は、日興GWに加えて日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
（NAM アメリカズ）からの情報提供や助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

3

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

（年/月）22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1

オーバーウェイト、アンダーウェイト?
ファンドのベンチマークは、ファンドの実際の投資対象と同じ資産の値動きを表す指数に決めることが一般的です。例えば、日本
株式ファンドの場合、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとすることが多いようです。
オーバーウェイト、アンダーウェイトというのは、そのファンドの各資産の組入比率がベンチマークと比較してどうなっているかを意味
しています。オーバーウェイトというのは、ベンチマークがその資産を組入れている割合よりもファンドにおける組入比率が高いこと
を意味し、アンダーウェイトというのは、ベンチマークよりも少ない組入比率であるということです。つまり、ファンドマネージャーは、今
後比較的高い収益を上げると予想する銘柄の投資比率を高めたり、逆に値下がりが予想される銘柄の投資比率を引き下げたり
する訳です。このように、ベンチマークと比較して投資比率を引き上げていることを「オーバーウェイト（している）」と言い、引き下げ
ていることを「アンダーウェイト（している）」と言います。
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（50音順、作成日現在）

加 入 協 会
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○ 
株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号 ○   
株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43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 ○   
株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2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 ○ ○ ○ 
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 ○ ○ ○ 
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 ○ ○ ○ ○
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 ○  ○ ○※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社ＳＢＩ新生銀行

（委託金融商品取引業者　株式会社ＳＢＩ証券） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○  ○ 
（委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社）
株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○   
株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○   
株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○（委託金融商品取引業者　九州ＦＧ証券株式会社）
株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○  ○ 
株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号 ○  ○ 
株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号 ○   
九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○   
株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○   
株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○  ○ 
株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○  ○ 
株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○  ○ 
四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 ○   
株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○   
株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○   
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 ○   
株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○  ○ 
株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○  ○ 
ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114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 ○  ○ ○※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○   
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 ○   
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○   ○
株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3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 ○   
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 ○   ○
株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号 ○   
株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○   
西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75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 ○  ○ 
野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○   
株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○   
株式会社肥後銀行  登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○（委託金融商品取引業者　九州ＦＧ証券株式会社）
株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7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 ○  ○ 
株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第7号 ○   
北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○   
株式会社北國銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第5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 ○  ○ 
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 ○ ○ ○ ○
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 ○ ○ ○ ○
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○ 
株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10号 ○   
明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○   
株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第12号 ○  ○ 
株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号 ○  ○ 
株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41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 ○ ○ ○ ○
株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○  ○ 
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○ 

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加 入 協 会
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

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

■商品分類 追加型投信／内外／資産複合
■購入単位 販売会社が定める単位
 ※販売会社の照会先に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
■信託期間 無期限（2003年2月28日設定）
■決算日 毎年1月10日（休業日の場合は翌営業日）
■換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お申込みメモ

各マザーファンドとベンチマーク・インデックス

●マザーファンド ●ベンチマーク・インデックス

日本大型株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ラッセル野村大型インデックス
日本小型株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ラッセル野村小型インデックス
北米株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI北米インデックス（ヘッジなし・円ベース＊）
欧州先進国株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI欧州インデックス（ヘッジなし・円ベース＊）
アジア太平洋先進国株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI太平洋フリー･インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース＊）
日本債券グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NOMURA-BPI総合
海外債券グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース＊）
＊ヘッジなし・円ベースとは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。

※ラッセル野村大型インデックスおよびラッセル野村小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング
株式会社（以下「NFRC」）およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、NFRCおよびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、
完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業
活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに
帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセット
マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※MSCI指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止
する権利を有しています。

※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で
あり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。 
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞
■購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内
 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
■換金手数料 ありません。
■信託財産留保額 ありません。
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
■運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.98％（税抜1.8％）
■その他の費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
　※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
　※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手数料等の概要

■委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368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
 〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）
■投資顧問会社 日興グローバルラップ株式会社
 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
 （日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
 （日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド）スパークス・アセット・マネジメント株式会社
 （北米株式グローバル・ラップマザーファンド）ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシー
 （欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド
 （アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
 （日本債券グローバル・ラップマザーファンド）三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 （海外債券グローバル・ラップマザーファンド）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
■受託会社 野村信託銀行株式会社
■販売会社 販売会社については次ページ以降をご参照ください。

委託会社、その他関係法人

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。
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■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

13

■当資料は、投資者の皆様に「GW7つの卵」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

（50音順、作成日現在）

加 入 協 会
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○ 
株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号 ○   
株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43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 ○   
株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2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 ○ ○ ○ 
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 ○ ○ ○ 
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 ○ ○ ○ ○
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 ○  ○ ○※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社ＳＢＩ新生銀行

（委託金融商品取引業者　株式会社ＳＢＩ証券） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○  ○ 
（委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社）
株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○   
株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○   
株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○（委託金融商品取引業者　九州ＦＧ証券株式会社）
株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○  ○ 
株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号 ○  ○ 
株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号 ○   
九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○   
株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○   
株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○  ○ 
株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○  ○ 
株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○  ○ 
四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 ○   
株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○   
株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○   
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 ○   
株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○  ○ 
株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○  ○ 
ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114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 ○  ○ ○※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○   
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 ○   
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○   ○
株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3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 ○   
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 ○   ○
株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号 ○   
株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○   
西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75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 ○  ○ 
野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○   
株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○   
株式会社肥後銀行  登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○（委託金融商品取引業者　九州ＦＧ証券株式会社）
株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○  ○ 
株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7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 ○  ○ 
株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第7号 ○   
北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○   
株式会社北國銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第5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 ○  ○ 
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 ○ ○ ○ ○
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 ○ ○ ○ ○
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○ 
株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10号 ○   
明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○   
株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第12号 ○  ○ 
株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号 ○  ○ 
株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41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 ○ ○ ○ ○
株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○  ○ 
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○ 

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加 入 協 会
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

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

■商品分類 追加型投信／内外／資産複合
■購入単位 販売会社が定める単位
 ※販売会社の照会先に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
■信託期間 無期限（2003年2月28日設定）
■決算日 毎年1月10日（休業日の場合は翌営業日）
■換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

お申込みメモ

各マザーファンドとベンチマーク・インデックス

●マザーファンド ●ベンチマーク・インデックス

日本大型株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ラッセル野村大型インデックス
日本小型株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ラッセル野村小型インデックス
北米株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI北米インデックス（ヘッジなし・円ベース＊）
欧州先進国株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI欧州インデックス（ヘッジなし・円ベース＊）
アジア太平洋先進国株式グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・ MSCI太平洋フリー･インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース＊）
日本債券グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NOMURA-BPI総合
海外債券グローバル･ラップマザーファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース＊）
＊ヘッジなし・円ベースとは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。

※ラッセル野村大型インデックスおよびラッセル野村小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング
株式会社（以下「NFRC」）およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、NFRCおよびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、
完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業
活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに
帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセット
マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※MSCI指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止
する権利を有しています。

※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で
あり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。 
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞
■購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内
 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
■換金手数料 ありません。
■信託財産留保額 ありません。
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
■運用管理費用（信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.98％（税抜1.8％）
■その他の費用・手数料 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
　※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
　※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手数料等の概要

■委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368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
 〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）
■投資顧問会社 日興グローバルラップ株式会社
 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
 （日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
 （日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド）スパークス・アセット・マネジメント株式会社
 （北米株式グローバル・ラップマザーファンド）ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシー
 （欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド
 （アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド）シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
 （日本債券グローバル・ラップマザーファンド）三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 （海外債券グローバル・ラップマザーファンド）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
■受託会社 野村信託銀行株式会社
■販売会社 販売会社については次ページ以降をご参照ください。

委託会社、その他関係法人

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。
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